
【様式第1号】

自治体名：対馬市

会計：一般会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 201,365,701   固定負債 43,388,022

    有形固定資産 184,091,782     地方債 39,517,725

      事業用資産 62,136,142     長期未払金 -

        土地 20,915,911     退職手当引当金 3,870,298

        立木竹 600,086     損失補償等引当金 -

        建物 73,162,403     その他 -

        建物減価償却累計額 -43,662,044   流動負債 5,069,240

        工作物 9,437,429     １年内償還予定地方債 4,557,067

        工作物減価償却累計額 -6,748,469     未払金 -

        船舶 120,852     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -86,409     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 242,769

        航空機 -     預り金 269,404

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 48,457,262

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,396,382   固定資産等形成分 204,172,704

      インフラ資産 121,238,441   余剰分（不足分） -46,453,798

        土地 7,483,901

        建物 2,542,408

        建物減価償却累計額 -1,215,627

        工作物 207,242,286

        工作物減価償却累計額 -102,473,740

        その他 1,123

        その他減価償却累計額 -112

        建設仮勘定 7,658,202

      物品 6,715,443

      物品減価償却累計額 -5,998,244

    無形固定資産 7,326

      ソフトウェア 7,326

      その他 -

    投資その他の資産 17,266,593

      投資及び出資金 921,595

        有価証券 30,376

        出資金 891,219

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 319,423

      長期貸付金 1,872,024

      基金 14,164,731

        減債基金 4,509,635

        その他 9,655,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,180

  流動資産 4,810,466

    現金預金 1,252,054

    未収金 754,466

    短期貸付金 -

    基金 2,807,003

      財政調整基金 2,807,003

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,057 純資産合計 157,718,905

資産合計 206,176,167 負債及び純資産合計 206,176,167

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：対馬市

会計：一般会計 （単位：千円）

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 30,089,301

    業務費用 16,325,279

      人件費 4,460,826

        職員給与費 3,981,279

        賞与等引当金繰入額 242,769

        退職手当引当金繰入額 6,785

        その他 229,993

      物件費等 11,542,300

        物件費 4,285,987

        維持補修費 1,582,886

        減価償却費 5,673,427

        その他 -

      その他の業務費用 322,153

        支払利息 144,276

        徴収不能引当金繰入額 14,237

        その他 163,640

    移転費用 13,764,022

      補助金等 8,324,986

      社会保障給付 3,361,073

      他会計への繰出金 1,624,061

      その他 453,903

  経常収益 941,462

    使用料及び手数料 312,535

    その他 628,927

純経常行政コスト 29,147,839

  臨時損失 1,287,645

    災害復旧事業費 1,232,758

    資産除売却損 54,886

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 30,427,719

    その他 -

  臨時利益 7,764

    資産売却益 7,764



【様式第3号】

自治体名：対馬市

会計：一般会計 （単位：千円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 155,445,212 202,308,884 -46,863,672

  純行政コスト（△） -30,427,719 -30,427,719

  財源 30,158,202 30,158,202

    税収等 18,510,042 18,510,042

    国県等補助金 11,648,160 11,648,160

  本年度差額 -269,517 -269,517

  固定資産等の変動（内部変動） -826,976 826,976

    有形固定資産等の増加 9,745,334 -9,745,334

    有形固定資産等の減少 -11,271,734 11,271,734

    貸付金・基金等の増加 1,832,247 -1,832,247

    貸付金・基金等の減少 -1,132,823 1,132,823

  資産評価差額 11,948 11,948

  無償所管換等 2,678,848 2,678,848

  その他 -147,586 - -147,586

  本年度純資産変動額 2,273,693 1,863,820 409,873

本年度末純資産残高 157,718,905 204,172,704 -46,453,798

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



【様式第4号】

自治体名：対馬市

会計：一般会計 （単位：千円）

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 24,366,638

    業務費用支出 10,602,616

      人件費支出 4,465,621

      物件費等支出 5,992,719

      支払利息支出 144,276

      その他の支出 -

    移転費用支出 13,764,022

      補助金等支出 8,324,986

      社会保障給付支出 3,361,073

      他会計への繰出支出 1,624,061

      その他の支出 453,903

  業務収入 28,430,785

    税収等収入 18,486,123

    国県等補助金収入 9,029,277

    使用料及び手数料収入 314,543

    その他の収入 600,843

  臨時支出 1,232,758

    災害復旧事業費支出 1,232,758

    その他の支出 -

  臨時収入 471,172

業務活動収支 3,302,561

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,732,516

    公共施設等整備費支出 4,231,435

    基金積立金支出 1,486,847

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 14,234

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,014,972

    国県等補助金収入 2,200,998

    基金取崩収入 743,766

    貸付金元金回収収入 32,254

    資産売却収入 37,954

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,717,543

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,459,879

    地方債償還支出 4,459,879

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,704,300

    地方債発行収入 3,704,300

前年度末歳計外現金残高 250,208

本年度歳計外現金増減額 19,196

本年度末歳計外現金残高 269,404

本年度末現金預金残高 1,252,054

    その他の収入 -

財務活動収支 -755,579

本年度資金収支額 -170,561

前年度末資金残高 1,153,212

本年度末資金残高 982,650


