
【様式第1号】

自治体名：対馬市

会計：一般会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 199,891,902   固定負債 44,102,401

    有形固定資産 182,926,610     地方債 40,370,492

      事業用資産 60,177,538     長期未払金 -

        土地 20,941,595     退職手当引当金 3,731,910

        立木竹 588,138     損失補償等引当金 -

        建物 71,193,574     その他 -

        建物減価償却累計額 -42,260,946   流動負債 4,964,436

        工作物 8,758,977     １年内償還予定地方債 4,459,879

        工作物減価償却累計額 -6,640,430     未払金 -

        船舶 120,852     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -69,127     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 254,349

        航空機 -     預り金 250,208

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 49,066,837

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,544,905   固定資産等形成分 202,308,884

      インフラ資産 122,035,977   余剰分（不足分） -46,863,672

        土地 7,483,901

        建物 2,542,408

        建物減価償却累計額 -1,159,485

        工作物 206,660,320

        工作物減価償却累計額 -98,744,640

        その他 1,123

        その他減価償却累計額 -56

        建設仮勘定 5,252,406

      物品 6,520,388

      物品減価償却累計額 -5,807,293

    無形固定資産 8,101

      ソフトウェア 8,101

      その他 -

    投資その他の資産 16,957,191

      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 345,373

      長期貸付金 1,890,294

      基金 13,811,672

        減債基金 4,508,935

        その他 9,302,737

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,743

  流動資産 4,620,148

    現金預金 1,403,419

    未収金 802,548

    短期貸付金 -

    基金 2,416,982

      財政調整基金 2,416,982

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,802 純資産合計 155,445,212

資産合計 204,512,050 負債及び純資産合計 204,512,050

貸借対照表
（令和2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　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 25,635,902

    業務費用 15,804,407

      人件費 4,108,742

        職員給与費 3,452,189

        賞与等引当金繰入額 254,349

        退職手当引当金繰入額 -182,523

        その他 584,728

      物件費等 11,325,080

        物件費 4,957,268

        維持補修費 867,024

        減価償却費 5,500,788

        その他 -

      その他の業務費用 370,585

        支払利息 181,075

        徴収不能引当金繰入額 14,545

        その他 174,965

    移転費用 9,831,495

      補助金等 4,859,189

      社会保障給付 3,368,129

      他会計への繰出金 1,577,639

      その他 26,538

  経常収益 932,968

    使用料及び手数料 351,574

    その他 581,394

純経常行政コスト 24,702,934

  臨時損失 581,419

    災害復旧事業費 397,900

    資産除売却損 183,519

    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 25,240,422

    その他 -

  臨時利益 43,931

    資産売却益 43,931



【様式第3号】

自治体名：対馬市

会計：一般会計 （単位：千円）

科目名 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 151,576,533 198,139,771 -46,563,239

  純行政コスト（△） -25,240,422 -25,240,422

  財源 25,445,748 25,445,748

    税収等 18,150,220 18,150,220

    国県等補助金 7,295,527 7,295,527

  本年度差額 205,326 205,326

  固定資産等の変動（内部変動） 505,759 -505,759

    有形固定資産等の増加 12,576,734 -12,576,734

    有形固定資産等の減少 -12,353,633 12,353,633

    貸付金・基金等の増加 1,563,629 -1,563,629

    貸付金・基金等の減少 -1,280,971 1,280,971

  資産評価差額 5,873 5,873

  無償所管換等 3,657,481 3,657,481

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 3,868,680 4,169,113 -300,433

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

純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2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　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 20,285,021

    業務費用支出 10,453,526

      人件費支出 4,287,885

      物件費等支出 5,984,566

      支払利息支出 181,075

      その他の支出 -

    移転費用支出 9,831,495

      補助金等支出 4,859,189

      社会保障給付支出 3,368,129

      他会計への繰出支出 1,577,639

      その他の支出 26,538

  業務収入 23,912,609

    税収等収入 18,129,425

    国県等補助金収入 4,852,232

    使用料及び手数料収入 353,800

    その他の収入 577,151

  臨時支出 397,900

    災害復旧事業費支出 397,900

    その他の支出 -

  臨時収入 28,763

業務活動収支 3,258,450

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,072,828

    公共施設等整備費支出 6,057,255

    基金積立金支出 1,000,283

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,290

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,490,775

    国県等補助金収入 2,583,160

    基金取崩収入 675,477

    貸付金元金回収収入 37,636

    資産売却収入 194,502

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,582,053

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,421,320

    地方債償還支出 4,421,320

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,610,200

    地方債発行収入 4,610,200

前年度末歳計外現金残高 261,239

本年度歳計外現金増減額 -11,031

本年度末歳計外現金残高 250,208

本年度末現金預金残高 1,403,419

    その他の収入 -

財務活動収支 188,880

本年度資金収支額 -134,722

前年度末資金残高 1,287,934

本年度末資金残高 1,153,212


