
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 23,455,211 固定負債 7,897,340

有形固定資産 22,016,133 地方債等 6,766,228
事業用資産 9,005,758 長期未払金 -

土地 3,005,753 退職手当引当金 551,555
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 14,610,472 その他 579,557
建物減価償却累計額 △ 8,853,052 流動負債 584,381
工作物 705,775 1年内償還予定地方債等 493,867
工作物減価償却累計額 △ 463,190 未払金 23
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 57,845
航空機 - 預り金 25,735
航空機減価償却累計額 - その他 6,910
その他 - 8,481,721
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 24,368,279

インフラ資産 12,728,255 余剰分（不足分） △ 7,979,029
土地 290,943
建物 4,642,421
建物減価償却累計額 △ 3,108,786
工作物 22,297,634
工作物減価償却累計額 △ 11,410,034
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 16,077

物品 930,801
物品減価償却累計額 △ 648,680

無形固定資産 3,023
ソフトウェア 2,950
その他 73

投資その他の資産 1,436,055
投資及び出資金 14,303

有価証券 4,669
出資金 9,634
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 122,023
長期貸付金 8,630
基金 1,300,673

減債基金 -
その他 1,300,673

その他 -
徴収不能引当金 △ 9,574

流動資産 1,415,761
現金預金 462,360
未収金 49,018
短期貸付金 2,222
基金 910,846

財政調整基金 753,846
減債基金 157,000

棚卸資産 42
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,728

繰延資産 - 16,389,250
24,870,971 24,870,971

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
全体貸借対照表

（令和3年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



全体 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

△ 19,940

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自　令和 2年 4月  1日

至　令和 3年 3月31日

科目 金額

6,671,861

3,260,443

794,654

609,653

57,845

2,938,453

147,096

2,353,747

1,069,731

371,539

912,177

300

112,043

73,659

8,030

30,353

3,411,417

-

454,761

18,203

351,508

233,174

118,334

6,320,353

1,896

-

1,896

-

-

3,494

3,494

-

6,318,754



全体 （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 24,802,008 △ 7,995,821

純行政コスト（△） △ 6,318,754

財源 5,907,783

税収等 3,381,946

国県等補助金 2,525,837

本年度差額 △ 410,971

固定資産等の変動（内部変動） △ 426,654 426,654

有形固定資産等の増加 477,362 △ 477,362

有形固定資産等の減少 △ 914,073 914,073

貸付金・基金等の増加 80,971 △ 80,971

貸付金・基金等の減少 △ 70,914 70,914

資産評価差額 △ 234

無償所管換等 0

その他 △ 6,841 1,109

本年度純資産変動額 △ 433,729 16,792

本年度末純資産残高 24,368,279 △ 7,979,029

△ 410,971

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　令和 2年 4月  1日

至　令和 3年 3月31日

科目 合計

16,806,188

△ 6,318,754

5,907,783

3,381,946

2,525,837

0

△ 5,732

△ 416,937

16,389,250

△ 234



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 5,761,200

業務費用支出 2,349,691

人件費支出 809,142

物件費等支出 1,455,322

支払利息支出 73,659

その他の支出 11,569

移転費用支出 3,411,509

補助金等支出 2,938,453

社会保障給付支出 454,761

その他の支出 18,295

業務収入 6,118,644

税収等収入 3,301,720

国県等補助金収入 2,406,728

使用料及び手数料収入 226,082

その他の収入 184,113

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 357,443

【投資活動収支】

投資活動支出 507,755

公共施設等整備費支出 442,809

基金積立金支出 63,986

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 960

その他の支出 -

投資活動収入 176,528

国県等補助金収入 119,109

基金取崩収入 33,000

貸付金元金回収収入 2,972

資産売却収入 3,494

その他の収入 17,953

投資活動収支 △ 331,227

【財務活動収支】

財務活動支出 475,471

地方債等償還支出 472,594

その他の支出 2,877

財務活動収入 423,600

地方債等発行収入 423,600

その他の収入 -

財務活動収支 △ 51,871

△ 25,655

462,280

436,625

前年度末歳計外現金残高 29,711

本年度歳計外現金増減額 △ 3,976

本年度末歳計外現金残高 25,735

本年度末現金預金残高 462,360

前年度末資金残高

本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　令和 2年 4月  1日

至　令和 3年 3月31日

科目 金額

本年度資金収支額


