
【様式第1号】

自治体名：対馬市

会計：全体会計 （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 210,734,322   固定負債 53,389,301

    有形固定資産 193,397,718     地方債等 44,013,453

      事業用資産 60,180,330     長期未払金 -

        土地 20,941,595     退職手当引当金 3,873,004

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 588,138     その他 5,502,844

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,365,204

        建物 71,196,753     １年内償還予定地方債等 4,746,466

        建物減価償却累計額 -42,261,613     未払金 87,821

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,759,377     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,640,550     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 278,850

        船舶 120,852     預り金 252,067

        船舶減価償却累計額 -69,127     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 58,754,505

        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 213,865,025

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -55,407,754

        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 7,544,905

      インフラ資産 131,280,243

        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 -1,381,635

        建物減損損失累計額 -

        工作物 226,488,098

        工作物減価償却累計額 -110,074,192

        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 -56

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,685,854

      物品 15,059,315

      物品減価償却累計額 -13,122,170

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 74,879

      ソフトウェア 10,908

      その他 63,971

    投資その他の資産 17,261,725

      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 684,739

      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 -46,575

  流動資産 6,477,454

    現金預金 2,304,700

    未収金 1,054,379

    短期貸付金 -

    基金 3,130,703

      財政調整基金 3,130,703

      減債基金 -

    棚卸資産 827

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,154

  繰延資産 - 純資産合計 158,457,271

資産合計 217,211,776 負債及び純資産合計 217,211,776

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：対馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
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 34,359,241

    業務費用 17,653,472

      人件費 4,555,350

        職員給与費 3,719,446

        賞与等引当金繰入額 278,850

        退職手当引当金繰入額 -152,762

        その他 709,817

      物件費等 12,473,714

        物件費 5,556,872

        維持補修費 944,989

        減価償却費 5,971,853

        その他 -

      その他の業務費用 624,407

        支払利息 260,247

        徴収不能引当金繰入額 59,729

        その他 304,432

    移転費用 16,705,769

      補助金等 13,309,142

      社会保障給付 3,369,969

      その他 26,658

  経常収益 1,919,714

    使用料及び手数料 1,022,984

    その他 896,730

純経常行政コスト 32,439,527

  臨時損失 582,459

    災害復旧事業費 397,900

    資産除売却損 183,519

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,040

  臨時利益 43,931

    資産売却益 43,931

    その他 -

純行政コスト 32,978,055



【様式第3号】

自治体名：対馬市

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 154,309,662 209,763,256 -55,453,595 -

  純行政コスト（△） -32,978,055 -32,978,055 -

  財源 33,378,707 33,378,707 -

    税収等 21,198,899 21,198,899 -

    国県等補助金 12,179,808 12,179,808 -

  本年度差額 400,652 400,652 -

  固定資産等の変動（内部変動） 471,753 -471,753

    有形固定資産等の増加 12,905,498 -12,905,498

    有形固定資産等の減少 -12,826,522 12,826,522

    貸付金・基金等の増加 2,105,084 -2,105,084

    貸付金・基金等の減少 -1,712,307 1,712,307

  資産評価差額 5,873 5,873

  無償所管換等 3,657,481 3,657,481

  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 83,604 -33,338 116,942

  本年度純資産変動額 4,147,610 4,101,769 45,841 -

本年度末純資産残高 158,457,271 213,865,025 -55,407,754 -

連結純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
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 28,495,821

    業務費用支出 11,756,713

      人件費支出 4,702,443

      物件費等支出 6,793,361

      支払利息支出 260,247

      その他の支出 662

    移転費用支出 16,739,107

      補助金等支出 13,309,142

      社会保障給付支出 3,369,969

      その他の支出 59,996

  業務収入 32,448,644

    税収等収入 20,794,893

    国県等補助金収入 9,736,512

    使用料及び手数料収入 1,024,491

    その他の収入 892,748

  臨時支出 398,940

    災害復旧事業費支出 397,900

    その他の支出 1,040

  臨時収入 28,763

業務活動収支 3,582,646

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,560,015

    公共施設等整備費支出 6,388,750

    基金積立金支出 1,155,975

    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 3,714,540

    国県等補助金収入 2,607,722

    基金取崩収入 718,815

    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 155,865

投資活動収支 -3,845,475

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,720,935

    地方債等償還支出 4,720,935

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,667,700

    地方債等発行収入 4,667,700

    その他の収入 -

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 2,304,700

財務活動収支 -53,235

本年度資金収支額 -316,063

前年度末資金残高 2,370,555

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,054,492


