
【様式第1号】

自治体名：海陽町

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 30,549,682,832   固定負債 7,038,786,417

    有形固定資産 24,875,211,643     地方債 5,890,800,118

      事業用資産 14,957,619,952     長期未払金 -

        土地 2,808,866,035     退職手当引当金 1,147,986,299

        立木竹 6,094,621,987     損失補償等引当金 -

        建物 15,948,893,876     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,473,520,705   流動負債 805,198,798

        工作物 1,691,813,351     １年内償還予定地方債 716,719,993

        工作物減価償却累計額 -1,127,212,792     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 70,344,203

        航空機 -     預り金 18,134,602

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,843,985,215

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,158,200   固定資産等形成分 34,251,772,549

      インフラ資産 9,689,898,530   余剰分（不足分） -7,171,002,849

        土地 411,545,491

        建物 1,268,901,358

        建物減価償却累計額 -898,665,138

        工作物 27,920,722,591

        工作物減価償却累計額 -19,068,034,092

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 55,428,320

      物品 831,748,301

      物品減価償却累計額 -604,055,140

    無形固定資産 24,641,135

      ソフトウェア 24,641,135

      その他 -

    投資その他の資産 5,649,830,054

      投資及び出資金 333,973,918

        有価証券 142,500

        出資金 145,471,418

        その他 188,360,000

      投資損失引当金 -103,159,056

      長期延滞債権 55,491,067

      長期貸付金 -

      基金 5,366,209,550

        減債基金 1,852,867,309

        その他 3,513,342,241

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,685,425

  流動資産 4,375,072,083

    現金預金 650,288,209

    未収金 14,836,498

    短期貸付金 -

    基金 3,702,089,717

      財政調整基金 3,702,089,717

      減債基金 -

    棚卸資産 9,426,190

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,568,531 純資産合計 27,080,769,700

資産合計 34,924,754,915 負債及び純資産合計 34,924,754,915

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：海陽町

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 7,637,825,241

    その他 1,245,148,182

  臨時利益 13,276,922

    資産売却益 13,276,922

    資産除売却損 1

    投資損失引当金繰入額 8,227,107

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,332,343,715

  臨時損失 1,318,758,448

    災害復旧事業費 65,383,158

  経常収益 309,002,053

    使用料及び手数料 112,526,726

    その他 196,475,327

      社会保障給付 484,046,068

      他会計への繰出金 647,040,000

      その他 2,686,688

        その他 33,245,925

    移転費用 3,001,367,429

      補助金等 1,867,594,673

      その他の業務費用 55,927,447

        支払利息 19,595,318

        徴収不能引当金繰入額 3,086,204

        維持補修費 257,164,621

        減価償却費 1,082,337,350

        その他 -

        その他 307,726,858

      物件費等 2,476,875,358

        物件費 1,137,373,387

        職員給与費 696,542,324

        賞与等引当金繰入額 70,344,203

        退職手当引当金繰入額 32,562,149

  経常費用 6,641,345,768

    業務費用 3,639,978,339

      人件費 1,107,175,534

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



【様式第3号】

自治体名：海陽町

会計：一般会計等 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 26,992,103,455 34,510,506,055 -7,518,402,600

  純行政コスト（△） -7,637,825,241 -7,637,825,241

  財源 7,543,996,984 7,543,996,984

    税収等 5,396,312,429 5,396,312,429

    国県等補助金 2,147,684,555 2,147,684,555

  本年度差額 -93,828,257 -93,828,257

  固定資産等の変動（内部変動） -441,228,008 441,228,008

    有形固定資産等の増加 598,250,023 -598,250,023

    有形固定資産等の減少 -1,082,337,436 1,082,337,436

    貸付金・基金等の増加 268,753,000 -268,753,000

    貸付金・基金等の減少 -225,893,595 225,893,595

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,865,498 -5,865,498

  その他 188,360,000 188,360,000 -

  本年度純資産変動額 88,666,245 -258,733,506 347,399,751

本年度末純資産残高 27,080,769,700 34,251,772,549 -7,171,002,849

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：海陽町

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 11,747,805

本年度歳計外現金増減額 6,386,797

本年度末歳計外現金残高 18,134,602

本年度末現金預金残高 650,288,209

    その他の収入 -

財務活動収支 -129,689,578

本年度資金収支額 254,046,039

前年度末資金残高 378,107,568

本年度末資金残高 632,153,607

  財務活動支出 889,897,578

    地方債償還支出 889,897,578

    その他の支出 -

  財務活動収入 760,208,000

    地方債発行収入 760,208,000

    貸付金元金回収収入 21,926

    資産売却収入 13,277,007

    その他の収入 13,798,000

投資活動収支 -514,878,187

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 335,036,350

    国県等補助金収入 114,900,440

    基金取崩収入 193,038,977

【投資活動収支】

  投資活動支出 849,914,537

    公共施設等整備費支出 598,250,023

    基金積立金支出 251,664,514

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,310,531,340

    災害復旧事業費支出 65,383,158

    その他の支出 1,245,148,182

  臨時収入 1,182,032,628

業務活動収支 898,613,804

  業務収入 6,544,603,237

    税収等収入 5,383,503,307

    国県等補助金収入 850,751,487

    使用料及び手数料収入 114,090,726

    その他の収入 196,257,717

    移転費用支出 3,001,367,429

      補助金等支出 1,867,594,673

      社会保障給付支出 484,046,068

      他会計への繰出支出 647,040,000

      その他の支出 2,686,688

    業務費用支出 2,516,123,292

      人件費支出 1,065,226,436

      物件費等支出 1,399,534,278

      支払利息支出 19,595,318

      その他の支出 31,767,260

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 5,517,490,721


