
【様式第1号】

自治体名：海陽町

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 35,035,324,786   固定負債 10,392,578,940

    有形固定資産 29,322,467,206     地方債等 8,230,708,389

      事業用資産 15,930,336,651     長期未払金 -

        土地 2,822,002,273     退職手当引当金 1,408,369,975

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

        建物 17,468,192,571     その他 753,500,576

        建物減価償却累計額 -11,038,437,549   流動負債 1,101,209,404

        工作物 1,699,071,511     １年内償還予定地方債等 945,925,338

        工作物減価償却累計額 -1,129,272,342     未払金 36,580,248

        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 97,799,340

        航空機 -     預り金 18,134,602

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,769,876

        その他 - 負債合計 11,493,788,344

        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 39,114,716,698

      インフラ資産 12,856,567,345   余剰分（不足分） -9,933,186,379

        土地 465,559,991   他団体出資等分 -

        建物 2,872,082,340

        建物減価償却累計額 -1,714,714,826

        工作物 32,202,845,697

        工作物減価償却累計額 -21,045,300,177

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 76,094,320

      物品 1,741,868,881

      物品減価償却累計額 -1,206,305,671

    無形固定資産 31,271,578

      ソフトウェア 29,957,535

      その他 1,314,043

    投資その他の資産 5,681,586,002

      投資及び出資金 145,613,918

        有価証券 142,500

        出資金 145,471,418

        その他 -

      長期延滞債権 110,701,641

      長期貸付金 -

      基金 5,528,507,514

        減債基金 1,909,813,269

        その他 3,618,694,245

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,800,003

  流動資産 5,639,993,877

    現金預金 1,433,817,073

    未収金 111,092,038

    短期貸付金 -

    基金 4,079,391,912

      財政調整基金 4,079,391,912

      減債基金 -

    棚卸資産 19,375,315

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,682,461

  繰延資産 - 純資産合計 29,181,530,319

資産合計 40,675,318,663 負債及び純資産合計 40,675,318,663

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：海陽町

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 13,276,922

    その他 3,775,214

純行政コスト 10,299,632,967

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,245,895,654

  臨時利益 17,052,136

  臨時損失 1,313,525,460

    災害復旧事業費 65,383,158

    資産除売却損 741,529

    使用料及び手数料 570,737,386

    その他 368,904,799

純経常行政コスト 9,003,159,643

      社会保障給付 484,828,068

      その他 8,836,545

  経常収益 939,642,185

        その他 57,992,576

    移転費用 5,203,490,018

      補助金等 4,709,825,405

      その他の業務費用 122,047,796

        支払利息 57,532,261

        徴収不能引当金繰入額 6,522,959

        維持補修費 274,734,842

        減価償却費 1,306,211,669

        その他 -

        その他 361,880,662

      物件費等 3,029,229,606

        物件費 1,448,283,095

        職員給与費 1,058,266,713

        賞与等引当金繰入額 97,799,340

        退職手当引当金繰入額 70,087,693

  経常費用 9,942,801,828

    業務費用 4,739,311,810

      人件費 1,588,034,408

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



【様式第3号】

自治体名：海陽町

会計：全体会計 （単位：円）

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 28,885,919,209 38,604,925,096 -9,719,005,887 -

  純行政コスト（△） -10,299,632,967 -10,299,632,967 -

  財源 10,430,345,949 10,430,345,949 -

    税収等 6,426,323,551 6,426,323,551 -

    国県等補助金 4,004,022,398 4,004,022,398 -

  本年度差額 130,712,982 130,712,982 -

  固定資産等の変動（内部変動） -509,403,812 509,403,812

    有形固定資産等の増加 753,375,127 -753,375,127

    有形固定資産等の減少 -1,306,953,283 1,306,953,283

    貸付金・基金等の増加 322,702,198 -322,702,198

    貸付金・基金等の減少 -278,527,854 278,527,854

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -6,976,494 -6,976,494

  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 171,874,622 1,026,171,908 -854,297,286

  本年度純資産変動額 295,611,110 509,791,602 -214,180,492 -

本年度末純資産残高 29,181,530,319 39,114,716,698 -9,933,186,379 -

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

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：海陽町

会計：全体会計 （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 1,433,817,073

財務活動収支 -311,483,238

本年度資金収支額 390,029,220

前年度末資金残高 1,025,653,251

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,415,682,471

    地方債等償還支出 1,126,791,238

    その他の支出 -

  財務活動収入 815,308,000

    地方債等発行収入 815,308,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 13,277,007

    その他の収入 6,875,797

投資活動収支 -632,689,158

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,126,791,238

    その他の支出 -

  投資活動収入 383,982,147

    国県等補助金収入 170,768,440

    基金取崩収入 193,038,977

    貸付金元金回収収入 21,926

  投資活動支出 1,016,671,305

    公共施設等整備費支出 764,402,791

    基金積立金支出 252,268,514

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 65,383,158

    その他の支出 1,245,895,654

  臨時収入 1,185,807,842

業務活動収支 1,334,201,616

【投資活動収支】

    税収等収入 6,402,979,505

    国県等補助金収入 2,654,974,330

    使用料及び手数料収入 604,556,663

    その他の収入 298,850,118

  臨時支出 1,311,278,812

    移転費用支出 5,175,922,018

      補助金等支出 4,682,257,405

      社会保障給付支出 484,828,068

      その他の支出 8,836,545

  業務収入 9,961,360,616

    業務費用支出 3,325,766,012

      人件費支出 1,510,731,018

      物件費等支出 1,705,311,452

      支払利息支出 57,532,261

      その他の支出 52,191,281

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 8,501,688,030


