
【様式第1号】

自治体名：岩美町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 40,135,704,965   固定負債 15,966,656,116

    有形固定資産 37,202,073,026     地方債等 13,959,301,376

      事業用資産 14,131,633,895     長期未払金 -

        土地 4,463,876,544     退職手当引当金 973,373,140

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,033,981,600

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,685,960,298

        建物 20,875,775,162     １年内償還予定地方債等 1,300,546,874

        建物減価償却累計額 -11,473,530,480     未払金 162,636,436

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 670,450,622     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -404,937,953     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 159,058,094

        船舶 -     預り金 63,718,894

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,652,616,414

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 41,102,625,040

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,731,107,528

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 22,382,477,049

        土地 1,571,880,451

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,690,015,126

        建物減価償却累計額 -1,396,366,767

        建物減損損失累計額 -

        工作物 40,994,599,618

        工作物減価償却累計額 -22,583,885,043

        工作物減損損失累計額 -

        その他 148,850

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 106,084,814

      物品 2,626,391,826

      物品減価償却累計額 -1,938,429,744

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,022,889

      ソフトウェア 20,022,889

      その他 -

    投資その他の資産 2,913,609,050

      投資及び出資金 112,221,823

        有価証券 -

        出資金 112,221,823

        その他 -

      長期延滞債権 100,799,792

      長期貸付金 23,450,000

      基金 2,684,854,023

        減債基金 -

        その他 2,684,854,023

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,716,588

  流動資産 2,888,428,961

    現金預金 1,623,506,192

    未収金 281,937,689

    短期貸付金 213,529

    基金 966,706,546

      財政調整基金 860,295,251

      減債基金 106,411,295

    棚卸資産 19,743,190

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,678,185

  繰延資産 - 純資産合計 25,371,517,512

資産合計 43,024,133,926 負債及び純資産合計 43,024,133,926

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：岩美町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 1,859,487

    その他 40,800,000

純行政コスト 10,419,800,940

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 46,200,000

  臨時利益 42,659,487

  臨時損失 74,821,843

    災害復旧事業費 19,626,100

    資産除売却損 8,995,743

    使用料及び手数料 2,033,056,270

    その他 211,331,789

純経常行政コスト 10,387,638,584

      社会保障給付 768,659,932

      その他 22,524,870

  経常収益 2,244,388,059

        その他 143,252,014

    移転費用 6,322,775,424

      補助金等 5,531,590,622

      その他の業務費用 341,680,769

        支払利息 191,626,284

        徴収不能引当金繰入額 6,802,471

        維持補修費 103,233,476

        減価償却費 1,450,726,974

        その他 -

        その他 311,975,504

      物件費等 3,501,710,329

        物件費 1,947,749,879

        職員給与費 1,848,150,818

        賞与等引当金繰入額 303,151,654

        退職手当引当金繰入額 2,582,145

  経常費用 12,632,026,643

    業務費用 6,309,251,219

      人件費 2,465,860,121

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：岩美町

会計：全体会計 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 24,562,495,745 40,779,773,957 -16,217,278,212 -

  純行政コスト（△） -10,419,800,940 -10,419,800,940 -

  財源 10,377,076,939 10,377,076,939 -

    税収等 5,766,981,345 5,766,981,345 -

    国県等補助金 4,610,095,594 4,610,095,594 -

  本年度差額 -42,724,001 -42,724,001 -

  固定資産等の変動（内部変動） -528,894,685 528,894,685

    有形固定資産等の増加 513,957,725 -513,957,725

    有形固定資産等の減少 -1,456,054,445 1,456,054,445

    貸付金・基金等の増加 820,598,047 -820,598,047

    貸付金・基金等の減少 -407,396,012 407,396,012

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 997,163,401 997,163,401

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -145,417,633 -145,417,633 -

  本年度純資産変動額 809,021,767 322,851,083 486,170,684 -

本年度末純資産残高 25,371,517,512 41,102,625,040 -15,731,107,528 -

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：岩美町

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 42,793,111

本年度歳計外現金増減額 2,430,926

本年度末歳計外現金残高 45,224,037

本年度末現金預金残高 1,623,506,192

財務活動収支 -462,174,667

本年度資金収支額 124,592,447

前年度末資金残高 1,453,689,708

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,578,282,155

    地方債等償還支出 1,270,940,079

    その他の支出 185,868

  財務活動収入 808,951,280

    地方債等発行収入 808,940,000

    その他の収入 11,280

    資産売却収入 898,215

    その他の収入 5,454,310

投資活動収支 -732,595,118

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,271,125,947

    その他の支出 -

  投資活動収入 431,366,123

    国県等補助金収入 176,789,190

    基金取崩収入 237,777,033

    貸付金元金回収収入 10,447,375

  投資活動支出 1,163,961,241

    公共施設等整備費支出 484,377,917

    基金積立金支出 663,939,324

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,644,000

    災害復旧事業費支出 19,626,100

    その他の支出 40,800,000

  臨時収入 40,804,847

業務活動収支 1,319,362,232

【投資活動収支】

    税収等収入 5,740,112,014

    国県等補助金収入 4,478,120,649

    使用料及び手数料収入 2,046,674,509

    その他の収入 210,776,206

  臨時支出 60,426,100

    移転費用支出 6,320,516,624

      補助金等支出 5,531,590,622

      社会保障給付支出 768,659,932

      その他の支出 20,266,070

  業務収入 12,475,683,378

    業務費用支出 4,816,183,269

      人件費支出 2,440,156,334

      物件費等支出 2,045,111,383

      支払利息支出 191,626,284

      その他の支出 139,289,268

連結資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,136,699,893


