
【様式第1号】

自治体名：海陽町

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 36,380,319,135   固定負債 11,152,270,094

    有形固定資産 29,839,076,347     地方債等 8,310,708,389

      事業用資産 16,298,133,737     長期未払金 -

        土地 2,908,282,083     退職手当引当金 2,085,772,633

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

        建物 18,554,556,460     その他 755,789,072

        建物減価償却累計額 -11,890,074,190   流動負債 2,187,607,255

        工作物 1,753,342,456     １年内償還予定地方債等 963,818,025

        工作物減価償却累計額 -1,147,345,078     未払金 257,332,084

        船舶 -     未払費用 1,758,655

        船舶減価償却累計額 -     前受金 722,775

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 125,182,825

        航空機 -     預り金 22,207,522

        航空機減価償却累計額 -     その他 816,585,369

        その他 - 負債合計 13,339,877,349

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 24,750,019   固定資産等形成分 40,605,731,061

      インフラ資産 12,856,567,345   余剰分（不足分） -10,386,082,465

        土地 465,559,991   他団体出資等分 -19,295,650

        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 2,279,148,434

      物品減価償却累計額 -1,594,773,169

    無形固定資産 33,391,559

      ソフトウェア 30,902,076

      その他 2,489,483

    投資その他の資産 6,507,851,229

      投資及び出資金 65,676,049

        有価証券 142,500

        出資金 40,142,418

        その他 25,391,131

      長期延滞債権 115,823,613

      長期貸付金 350,000

      基金 6,332,801,570

        減債基金 1,909,813,269

        その他 4,422,988,301

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,800,003

  流動資産 7,159,415,194

    現金預金 1,916,215,716

    未収金 256,636,209

    短期貸付金 -

    基金 4,225,411,926

      財政調整基金 4,225,411,926

      減債基金 -

    棚卸資産 28,297,612

    その他 736,536,192

    徴収不能引当金 -3,682,461

  繰延資産 495,966 純資産合計 30,200,352,946

資産合計 43,540,230,295 負債及び純資産合計 43,540,230,295

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：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 13,609,164

    その他 3,775,214

純行政コスト 12,282,024,346

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,350,068,032

  臨時利益 17,384,378

  臨時損失 1,418,178,884

    災害復旧事業費 65,383,158

    資産除売却損 2,727,694

    使用料及び手数料 628,154,702

    その他 1,037,959,105

純経常行政コスト 10,881,229,840

      社会保障給付 490,585,088

      その他 136,453,464

  経常収益 1,666,113,807

        その他 93,041,747

    移転費用 6,318,773,580

      補助金等 5,691,735,028

      その他の業務費用 160,714,789

        支払利息 61,150,083

        徴収不能引当金繰入額 6,522,959

        維持補修費 314,253,769

        減価償却費 1,368,666,010

        その他 -

        その他 448,722,305

      物件費等 3,603,917,008

        物件費 1,920,997,229

        職員給与費 1,803,296,576

        賞与等引当金繰入額 125,182,825

        退職手当引当金繰入額 86,736,564

  経常費用 12,547,343,647

    業務費用 6,228,570,067

      人件費 2,463,938,270

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：連結会計 （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 29,745,291,148 40,104,829,115 -10,341,780,489 -17,757,478

  純行政コスト（△） -12,282,024,346 -12,280,486,174 -1,538,172

  財源 12,529,685,140 12,529,685,140 -

    税収等 7,353,053,007 7,353,053,007 -

    国県等補助金 5,176,632,133 5,176,632,133 -

  本年度差額 247,660,794 249,198,966 -1,538,172

  固定資産等の変動（内部変動） -557,389,735 557,389,735

    有形固定資産等の増加 936,615,193 -936,615,193

    有形固定資産等の減少 -1,475,716,591 1,475,716,591

    貸付金・基金等の増加 360,707,080 -360,707,080

    貸付金・基金等の減少 -378,995,417 378,995,417

  資産評価差額 -453,676 -453,676

  無償所管換等 -5,754,566 -5,754,566

  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 41,734,624 38,328,015 3,406,609 -

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

  本年度純資産変動額 455,061,798 500,901,946 -44,301,976 -1,538,172

本年度末純資産残高 30,200,352,946 40,605,731,061 -10,386,082,465 -19,295,650

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 12,868,718

本年度歳計外現金増減額 5,677,544

本年度末歳計外現金残高 18,546,262

本年度末現金預金残高 1,916,215,716

財務活動収支 -328,707,026

本年度資金収支額 592,863,602

前年度末資金残高 1,280,662,516

比例連結割合変更に伴う差額 24,143,336

本年度末資金残高 1,897,669,454

    地方債等償還支出 1,187,970,453

    その他の支出 864,154

  財務活動収入 860,127,581

    地方債等発行収入 860,119,175

    その他の収入 8,406

    資産売却収入 13,609,250

    その他の収入 10,791,835

投資活動収支 -828,023,871

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,188,834,607

    その他の支出 -

  投資活動収入 405,709,043

    国県等補助金収入 170,768,440

    基金取崩収入 210,367,592

    貸付金元金回収収入 171,926

  投資活動支出 1,233,732,914

    公共施設等整備費支出 946,077,271

    基金積立金支出 287,655,643

    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 1,749,594,499

【投資活動収支】

    税収等収入 7,326,805,613

    国県等補助金収入 3,786,039,962

    使用料及び手数料収入 645,721,564

    その他の収入 1,174,204,802

  臨時支出 1,311,278,812

    移転費用支出 6,338,591,496

      補助金等支出 5,664,167,028

      社会保障給付支出 490,585,088

      その他の支出 183,839,380

  業務収入 12,932,771,941

    業務費用支出 4,719,114,976

      人件費支出 2,372,322,993

      物件費等支出 2,198,401,448

      支払利息支出 57,657,353

      その他の支出 90,733,182

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 11,057,706,472


