
【様式第1号】

（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 27,072,772   固定負債 6,742,396

    有形固定資産 23,968,001     地方債 6,651,732

      事業用資産 15,769,822     長期未払金 -

        土地 2,364,160     退職手当引当金 52,563

        立木竹 2,337,281     損失補償等引当金 -

        建物 30,913,845     その他 38,102

        建物減価償却累計額 -20,078,130   流動負債 800,770

        工作物 358,105     １年内償還予定地方債 710,543

        工作物減価償却累計額 -125,440     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 46,571

        航空機 -     預り金 11,316

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,340

        その他 - 負債合計 7,543,167

        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 27,874,954

      インフラ資産 7,861,461   余剰分（不足分） -7,494,505

        土地 10,361

        建物 24,116,979

        建物減価償却累計額 -16,700,910

        工作物 482,554

        工作物減価償却累計額 -47,522

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 650,554

      物品減価償却累計額 -313,836

    無形固定資産 54,179

      ソフトウェア 54,179

      その他 -

    投資その他の資産 3,050,592

      投資及び出資金 11,846

        有価証券 4,809

        出資金 7,037

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,904

      長期貸付金 37,303

      基金 2,985,583

        減債基金 815,631

        その他 2,169,952

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,044

  流動資産 850,843

    現金預金 32,905

    未収金 15,757

    短期貸付金 -

    基金 802,182

      財政調整基金 802,182

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 20,380,448

資産合計 27,923,615 負債及び純資産合計 27,923,615

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 2,888

純行政コスト 4,933,476

    その他 -

  臨時利益 9,930

    資産売却益 7,042

    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 -

純経常行政コスト 4,927,521

  臨時損失 15,885

    災害復旧事業費 15,885

  経常収益 241,410

    使用料及び手数料 171,546

    その他 69,864

      社会保障給付 324,637

      他会計への繰出金 875,211

      その他 1,634

        その他 17,015

    移転費用 2,200,670

      補助金等 999,189

      その他の業務費用 43,585

        支払利息 24,297

        徴収不能引当金繰入額 2,273

        維持補修費 60,460

        減価償却費 1,181,935

        その他 -

        その他 104,242

      物件費等 2,183,068

        物件費 940,674

        職員給与費 590,794

        賞与等引当金繰入額 46,571

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,168,931

    業務費用 2,968,261

      人件費 741,608

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】

（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 21,063,310 28,905,778 -7,842,468

  純行政コスト（△） -4,933,476 -4,933,476

  財源 4,295,642 4,295,642

    税収等 3,175,272 3,175,272

    国県等補助金 1,120,370 1,120,370

  本年度差額 -637,834 -637,834

  固定資産等の変動（内部変動） -985,797 985,797

    有形固定資産等の増加 232,102 -232,102

    有形固定資産等の減少 -1,181,938 1,181,938

    貸付金・基金等の増加 57,531 -57,531

    貸付金・基金等の減少 -93,492 93,492

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -45,028 -45,028

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -682,862 -1,030,825 347,963

本年度末純資産残高 20,380,448 27,874,954 -7,494,505

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 10,590

本年度歳計外現金増減額 726

本年度末歳計外現金残高 11,316

本年度末現金預金残高 32,905

    その他の収入 -

財務活動収支 -369,570

本年度資金収支額 -19,682

前年度末資金残高 41,270

本年度末資金残高 21,588

  財務活動支出 665,240

    地方債償還支出 632,887

    その他の支出 32,353

  財務活動収入 295,670

    地方債発行収入 295,670

    貸付金元金回収収入 1,200

    資産売却収入 7,045

    その他の収入 -

投資活動収支 -38,520

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 250,273

    国県等補助金収入 149,736

    基金取崩収入 92,292

【投資活動収支】

  投資活動支出 288,794

    公共施設等整備費支出 232,102

    基金積立金支出 56,691

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 15,885

    災害復旧事業費支出 15,885

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 388,408

  業務収入 4,390,169

    税収等収入 3,176,095

    国県等補助金収入 970,634

    使用料及び手数料収入 173,577

    その他の収入 69,864

    移転費用支出 2,200,670

      補助金等支出 999,189

      社会保障給付支出 324,637

      他会計への繰出支出 875,211

      その他の支出 1,634

    業務費用支出 1,785,206

      人件費支出 742,761

      物件費等支出 1,001,133

      支払利息支出 24,297

      その他の支出 17,015

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 3,985,876


