
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,306,630   固定負債 4,424,013

    有形固定資産 9,750,270     地方債 3,023,980

      事業用資産 8,395,648     長期未払金 -

        土地 1,623,023     退職手当引当金 1,400,033

        立木竹 479,822     損失補償等引当金 -

        建物 17,745,148     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,507,398   流動負債 498,386

        工作物 67,363     １年内償還予定地方債 431,425

        工作物減価償却累計額 -12,309     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 66,961

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,922,399

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 13,996,630

      インフラ資産 1,232,094   余剰分（不足分） -4,698,755

        土地 11,521

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 9,567,824

        工作物減価償却累計額 -8,347,251

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,038,709

      物品減価償却累計額 -916,181

    無形固定資産 17,756

      ソフトウェア 17,756

      その他 -

    投資その他の資産 3,538,604

      投資及び出資金 893,668

        有価証券 12,149

        出資金 881,519

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 4,913

      長期貸付金 2,112

      基金 2,639,357

        減債基金 350,001

        その他 2,289,356

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,446

  流動資産 913,644

    現金預金 210,627

    未収金 13,488

    短期貸付金 -

    基金 690,000

      財政調整基金 690,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -472 純資産合計 9,297,875

資産合計 14,220,274 負債及び純資産合計 14,220,274

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 24,512

純行政コスト 3,882,786

    その他 -

  臨時利益 25,431

    資産売却益 919

    資産除売却損 14,304

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,893,912

  臨時損失 14,304

    災害復旧事業費 -

  経常収益 371,239

    使用料及び手数料 197,325

    その他 173,914

      社会保障給付 572,765

      他会計への繰出金 428,063

      その他 1,470

        その他 13,261

    移転費用 1,858,190

      補助金等 855,892

      その他の業務費用 37,933

        支払利息 24,287

        徴収不能引当金繰入額 385

        維持補修費 211,578

        減価償却費 513,376

        その他 426

        その他 126,511

      物件費等 1,375,721

        物件費 650,341

        職員給与費 799,836

        賞与等引当金繰入額 66,961

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,265,151

    業務費用 2,406,961

      人件費 993,308

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】

（単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 9,088,391 13,988,338 -4,899,948

  純行政コスト（△） -3,882,786 -3,882,786

  財源 4,097,511 4,097,511

    税収等 2,914,937 2,914,937

    国県等補助金 1,182,573 1,182,573

  本年度差額 214,725 214,725

  固定資産等の変動（内部変動） 8,292 -8,292

    有形固定資産等の増加 303,855 -303,855

    有形固定資産等の減少 -519,192 519,192

    貸付金・基金等の増加 324,063 -324,063

    貸付金・基金等の減少 -100,433 100,433

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -5,241 - -5,241

  本年度純資産変動額 209,484 8,292 201,192

本年度末純資産残高 9,297,875 13,996,630 -4,698,755

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 210,627

    その他の収入 -

財務活動収支 -170,811

本年度資金収支額 17,268

前年度末資金残高 193,359

本年度末資金残高 210,627

  財務活動支出 433,398

    地方債償還支出 433,398

    その他の支出 -

  財務活動収入 262,587

    地方債発行収入 262,587

    貸付金元金回収収入 33,623

    資産売却収入 3,748

    その他の収入 -

投資活動収支 -366,752

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,240

    その他の支出 -

  投資活動収入 261,166

    国県等補助金収入 169,976

    基金取崩収入 53,819

【投資活動収支】

  投資活動支出 627,918

    公共施設等整備費支出 303,855

    基金積立金支出 288,424

    投資及び出資金支出 5,398

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 554,831

  業務収入 4,304,042

    税収等収入 2,917,089

    国県等補助金収入 1,012,597

    使用料及び手数料収入 199,898

    その他の収入 174,458

    移転費用支出 1,858,190

      補助金等支出 855,892

      社会保障給付支出 572,765

      他会計への繰出支出 428,063

      その他の支出 1,470

    業務費用支出 1,891,022

      人件費支出 991,130

      物件費等支出 862,344

      支払利息支出 24,287

      その他の支出 13,261

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 3,749,211


