
【様式第1号】

自治体名：対馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 212,011,455   固定負債 52,355,608

    有形固定資産 194,424,718     地方債等 42,917,424

      事業用資産 62,144,657     長期未払金 -

        土地 20,915,911     退職手当引当金 3,989,279

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 600,086     その他 5,448,905

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,492,545

        建物 73,165,582     １年内償還予定地方債等 4,856,897

        建物減価償却累計額 -43,662,933     未払金 100,426

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 9,443,815     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,748,629     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 265,203

        船舶 120,852     預り金 270,018

        船舶減価償却累計額 -86,409     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 57,848,153

        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 215,548,375

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -54,599,221

        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 8,396,382

      インフラ資産 130,279,356

        土地 7,533,018

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,028,032

        建物減価償却累計額 -1,448,899

        建物減損損失累計額 -

        工作物 227,558,918

        工作物減価償却累計額 -114,148,878

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,123

        その他減価償却累計額 -112

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 7,756,154

      物品 15,287,972

      物品減価償却累計額 -13,287,268

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 71,825

      ソフトウェア 9,510

      その他 62,315

    投資その他の資産 17,514,912

      投資及び出資金 921,595

        有価証券 30,376

        出資金 891,219

        その他 -

      長期延滞債権 594,374

      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 -37,811

  流動資産 6,785,852

    現金預金 2,241,608

    未収金 1,017,382

    短期貸付金 -

    基金 3,536,920

      財政調整基金 3,536,920

      減債基金 -

    棚卸資産 532

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,591

  繰延資産 - 純資産合計 160,949,153

資産合計 218,797,306 負債及び純資産合計 218,797,306

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：対馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 38,640,344

    業務費用 18,088,591

      人件費 5,026,165

        職員給与費 4,282,488

        賞与等引当金繰入額 265,203

        退職手当引当金繰入額 7,462

        その他 471,012

      物件費等 12,509,104

        物件費 4,736,612

        維持補修費 1,649,498

        減価償却費 6,122,994

        その他 -

      その他の業務費用 553,322

        支払利息 216,802

        徴収不能引当金繰入額 48,403

        その他 288,118

    移転費用 20,551,753

      補助金等 16,735,252

      社会保障給付 3,362,473

      その他 454,028

  経常収益 1,929,081

    使用料及び手数料 960,656

    その他 968,424

純経常行政コスト 36,711,263

  臨時損失 1,288,124

    災害復旧事業費 1,232,758

    資産除売却損 54,886

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 479

  臨時利益 7,764

    資産売却益 7,764

    その他 -

純行政コスト 37,991,622



【様式第3号】

自治体名：対馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 合計 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 158,457,271 213,865,025 -55,407,754 -

  純行政コスト（△） -37,991,622 -37,991,622 -

  財源 38,008,220 38,008,220 -

    税収等 21,432,899 21,432,899 -

    国県等補助金 16,575,322 16,575,322 -

  本年度差額 16,598 16,598 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,007,446 1,007,446

    有形固定資産等の増加 10,073,019 -10,073,019

    有形固定資産等の減少 -11,739,869 11,739,869

    貸付金・基金等の増加 2,185,882 -2,185,882

    貸付金・基金等の減少 -1,526,477 1,526,477

  資産評価差額 11,948 11,948

  無償所管換等 2,678,848 2,678,848

  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 -215,512 - -215,512

  本年度純資産変動額 2,491,882 1,683,350 808,532 -

本年度末純資産残高 160,949,153 215,548,375 -54,599,221 -

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



【様式第4号】

自治体名：対馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

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 32,378,984

    業務費用支出 11,827,231

      人件費支出 5,032,350

      物件費等支出 6,575,143

      支払利息支出 216,802

      その他の支出 2,935

    移転費用支出 20,551,753

      補助金等支出 16,735,252

      社会保障給付支出 3,362,473

      その他の支出 454,028

  業務収入 36,870,037

    税収等収入 21,030,854

    国県等補助金収入 13,956,438

    使用料及び手数料収入 965,130

    その他の収入 917,615

  臨時支出 1,233,237

    災害復旧事業費支出 1,232,758

    その他の支出 479

  臨時収入 471,172

業務活動収支 3,728,988

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,099,818

    公共施設等整備費支出 4,554,885

    基金積立金支出 1,530,700

    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 3,274,141

    国県等補助金収入 2,274,415

    基金取崩収入 771,422

    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 158,095

投資活動収支 -2,825,678

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,749,898

    地方債等償還支出 4,749,898

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,764,300

    地方債等発行収入 3,764,300

    その他の収入 -

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 2,241,608

財務活動収支 -985,598

本年度資金収支額 -82,287

前年度末資金残高 2,054,492

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,972,204


