
【様式第1号】

自治体名：岩美町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 40,868,830,551   固定負債 16,154,879,654

    有形固定資産 37,886,985,381     地方債等 14,061,999,228

      事業用資産 14,778,506,933     長期未払金 -

        土地 4,543,474,500     退職手当引当金 1,057,927,167

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,034,953,259

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,748,711,072

        建物 21,404,925,731     １年内償還予定地方債等 1,321,077,566

        建物減価償却累計額 -11,842,547,948     未払金 193,945,613

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,093,866,993     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -771,266,212     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 168,152,383

        船舶 -     預り金 64,316,323

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,219,187

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,903,590,726

        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 41,840,895,319

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,850,015,370

        航空機 -   他団体出資等分 15,306,664

        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 350,053,869

      インフラ資産 22,400,662,175

        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 41,059,087,704

        工作物減価償却累計額 -22,630,188,003

        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 2,739,121,383

      物品減価償却累計額 -2,031,305,110

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 20,354,530

      ソフトウェア 20,354,530

      その他 -

    投資その他の資産 2,961,490,640

      投資及び出資金 46,295,323

        有価証券 10,000

        出資金 46,285,323

        その他 -

      長期延滞債権 101,130,132

      長期貸付金 23,450,000

      基金 2,792,831,773

        減債基金 -

        その他 2,792,831,773

      その他 5,500,000

      徴収不能引当金 -7,716,588

  流動資産 3,040,946,788

    現金預金 1,760,493,721

    未収金 291,218,605

    短期貸付金 213,529

    基金 971,851,239

      財政調整基金 865,439,944

      減債基金 106,411,295

    棚卸資産 20,831,379

    その他 16,500

    徴収不能引当金 -3,678,185

  繰延資産 - 純資産合計 26,006,186,613

資産合計 43,909,777,339 負債及び純資産合計 43,909,777,339

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：連結会計 （単位：円）

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

  経常費用 14,786,000,909

    業務費用 7,143,646,630

      人件費 2,667,818,974

        職員給与費 2,010,580,312

        賞与等引当金繰入額 312,245,943

        退職手当引当金繰入額 31,131,879

        その他 313,860,840

      物件費等 4,076,216,542

        物件費 2,493,158,868

        維持補修費 107,094,460

        減価償却費 1,475,963,214

        その他 -

      その他の業務費用 399,611,114

        支払利息 192,081,552

        徴収不能引当金繰入額 6,802,471

        その他 200,727,091

    移転費用 7,642,354,279

      補助金等 6,847,124,424

      社会保障給付 768,659,932

      その他 26,569,923

  経常収益 2,775,131,711

    使用料及び手数料 2,033,975,366

    その他 741,156,345

純経常行政コスト 12,010,869,198

  臨時損失 75,880,459

    災害復旧事業費 19,626,100

    資産除売却損 9,760,583

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 46,493,776

  臨時利益 43,318,674

    資産売却益 2,518,674

    その他 40,800,000

純行政コスト 12,043,430,983



【様式第3号】

自治体名：岩美町

会計：連結会計 （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 25,229,443,950 41,594,321,422 -16,377,685,883 12,808,411

  純行政コスト（△） -12,043,430,983 -12,045,929,236 2,498,253

  財源 12,298,569,484 12,298,569,484 -

    税収等 6,287,783,642 6,287,783,642 -

    国県等補助金 6,010,785,842 6,010,785,842 -

  本年度差額 255,138,501 252,640,248 2,498,253

  固定資産等の変動（内部変動） -264,681,897 264,681,897

    有形固定資産等の増加 821,590,531 -821,590,531

    有形固定資産等の減少 -1,482,187,525 1,482,187,525

    貸付金・基金等の増加 841,309,489 -841,309,489

    貸付金・基金等の減少 -445,394,392 445,394,392

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 997,022,441 997,022,441

  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 -11,597,394 -21,945,762 10,348,368 -

  その他 -463,820,885 -463,820,885 -

  本年度純資産変動額 776,742,663 246,573,897 527,670,513 2,498,253

本年度末純資産残高 26,006,186,613 41,840,895,319 -15,850,015,370 15,306,664

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：連結会計 （単位：円）

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 13,257,319,992

    業務費用支出 5,616,703,213

      人件費支出 2,632,953,419

      物件費等支出 2,594,659,114

      支払利息支出 192,081,552

      その他の支出 197,009,128

    移転費用支出 7,640,616,779

      補助金等支出 6,847,124,424

      社会保障給付支出 768,659,932

      その他の支出 24,832,423

  業務収入 14,777,005,864

    税収等収入 6,240,539,145

    国県等補助金収入 5,748,816,708

    使用料及び手数料収入 2,047,593,605

    その他の収入 740,056,406

  臨時支出 60,719,876

    災害復旧事業費支出 19,626,100

    その他の支出 41,093,776

  臨時収入 40,804,847

業務活動収支 1,499,770,843

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,492,228,796

    公共施設等整備費支出 792,010,723

    基金積立金支出 684,574,073

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,644,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 602,181,121

    国県等補助金収入 306,783,379

    基金取崩収入 275,772,045

    貸付金元金回収収入 10,447,375

    資産売却収入 1,689,402

    その他の収入 7,488,920

投資活動収支 -890,047,675

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,291,663,675

    地方債等償還支出 1,290,998,439

    その他の支出 665,236

  財務活動収入 840,521,917

    地方債等発行収入 822,170,080

    その他の収入 18,351,837

前年度末歳計外現金残高 43,294,171

本年度歳計外現金増減額 1,988,191

本年度末歳計外現金残高 45,282,362

本年度末現金預金残高 1,760,493,721

財務活動収支 -451,141,758

本年度資金収支額 158,581,410

前年度末資金残高 1,557,235,546

比例連結割合変更に伴う差額 -605,597

本年度末資金残高 1,715,211,359


