
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 96,704,103   固定負債 31,860,732

    有形固定資産 78,197,506     地方債 28,233,329

      事業用資産 50,280,842     長期未払金 -

        土地 15,390,314     退職手当引当金 3,632,513

        立木竹 1,631     損失補償等引当金 -

        建物 70,103,004     その他 -5,110

        建物減価償却累計額 -38,035,941   流動負債 3,543,605

        工作物 10,075,882     １年内償還予定地方債 3,086,032

        工作物減価償却累計額 -7,553,427     未払金 516

        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 302,227

        航空機 -     預り金 149,814

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,017

        その他 3,320 負債合計 35,404,337

        その他減価償却累計額 -1,328 【純資産の部】

        建設仮勘定 297,388   固定資産等形成分 97,998,240

      インフラ資産 25,282,739   余剰分（不足分） -33,679,707

        土地 754,722

        建物 322,599

        建物減価償却累計額 -3,998

        工作物 107,876,472

        工作物減価償却累計額 -84,314,867

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 647,810

      物品 4,524,578

      物品減価償却累計額 -1,890,652

    無形固定資産 246,703

      ソフトウェア 168,252

      その他 78,451

    投資その他の資産 18,259,894

      投資及び出資金 6,894,277

        有価証券 20,000

        出資金 6,874,277

        その他 -

      投資損失引当金 -8,600

      長期延滞債権 438,357

      長期貸付金 9,451

      基金 10,965,674

        減債基金 2,844,834

        その他 8,120,840

      その他 -

      徴収不能引当金 -39,265

  流動資産 3,018,767

    現金預金 1,653,502

    未収金 71,140

    短期貸付金 -

    基金 1,294,137

      財政調整基金 2,893,496

      減債基金 -1,599,359

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -12 純資産合計 64,318,533

資産合計 99,722,870 負債及び純資産合計 99,722,870

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 28,233,096

    その他 15,055

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 183,739

    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 27,986,198

  臨時損失 246,898

    災害復旧事業費 48,104

  経常収益 1,795,567

    使用料及び手数料 942,549

    その他 853,018

      社会保障給付 7,987,464

      他会計への繰出金 3,056,762

      その他 29,914

        その他 81,719

    移転費用 15,700,977

      補助金等 4,626,838

      その他の業務費用 340,489

        支払利息 237,184

        徴収不能引当金繰入額 21,586

        維持補修費 1,007,095

        減価償却費 4,085,496

        その他 77,348

        その他 1,551,999

      物件費等 9,549,905

        物件費 4,379,967

        職員給与費 2,505,579

        賞与等引当金繰入額 302,227

        退職手当引当金繰入額 -169,411

  経常費用 29,781,765

    業務費用 14,080,788

      人件費 4,190,394

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 65,332,338 100,473,967 -35,141,629

  純行政コスト（△） -28,233,096 -28,233,096

  財源 27,111,801 27,111,801

    税収等 17,570,494 17,570,494

    国県等補助金 9,541,307 9,541,307

  本年度差額 -1,121,295 -1,121,295

  固定資産等の変動（内部変動） -2,583,218 2,583,218

    有形固定資産等の増加 1,005,367 -1,005,367

    有形固定資産等の減少 -4,194,697 4,194,697

    貸付金・基金等の増加 3,630,077 -3,630,077

    貸付金・基金等の減少 -3,023,964 3,023,964

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 107,490 107,490

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,013,805 -2,475,727 1,461,922

本年度末純資産残高 64,318,533 97,998,240 -33,679,707

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 152,260

本年度歳計外現金増減額 -2,446

本年度末歳計外現金残高 149,814

本年度末現金預金残高 1,653,502

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,200,091

本年度資金収支額 -897

前年度末資金残高 1,504,585

本年度末資金残高 1,503,688

  財務活動支出 3,512,291

    地方債償還支出 3,507,228

    その他の支出 5,063

  財務活動収入 2,312,200

    地方債発行収入 2,312,200

    貸付金元金回収収入 1,073

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,003,825

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,595,552

    国県等補助金収入 740,124

    基金取崩収入 854,355

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,599,377

    公共施設等整備費支出 1,005,367

    基金積立金支出 1,571,286

    投資及び出資金支出 22,724

  臨時支出 103,309

    災害復旧事業費支出 48,104

    その他の支出 55,204

  臨時収入 29,372

業務活動収支 2,203,019

  業務収入 28,179,348

    税収等収入 17,615,520

    国県等補助金収入 8,771,811

    使用料及び手数料収入 939,128

    その他の収入 852,889

    移転費用支出 15,700,977

      補助金等支出 4,626,838

      社会保障給付支出 7,987,464

      他会計への繰出支出 3,056,762

      その他の支出 29,914

    業務費用支出 10,201,414

      人件費支出 4,418,102

      物件費等支出 5,464,410

      支払利息支出 237,184

      その他の支出 81,719

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 25,902,391


