
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 27,427,059  固定負債 3,209,178

    有形固定資産 26,224,020    地方債 2,588,098

      事業用資産 6,033,057    長期未払金 -

        土地 2,012,553    退職手当引当金 617,930

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 8,942,021    その他 3,150

        建物減価償却累計額 -5,388,641  流動負債 375,146

        工作物 916,547    １年内償還予定地方債 326,911

        工作物減価償却累計額 -449,423    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 32,779

        航空機 -    預り金 12,720

        航空機減価償却累計額 -    その他 2,736

        その他 -負債合計 3,584,324

        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 28,520,726

      インフラ資産 20,019,833  余剰分（不足分） -3,377,845

        土地 478,971

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 56,299,146

        工作物減価償却累計額 -36,887,319

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 129,036

      物品 1,455,028

      物品減価償却累計額 -1,283,899

    無形固定資産 2,456

      ソフトウェア 2,456

      その他 -

    投資その他の資産 1,200,583

      投資及び出資金 83,634

        有価証券 13,414

        出資金 70,220

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 2,667

      長期貸付金 -

      基金 1,100,852

        減債基金 602,954

        その他 497,898

      その他 13,500

      徴収不能引当金 -70

  流動資産 1,300,146

    現金預金 206,043

    未収金 436

    短期貸付金 -

    基金 1,093,667

      財政調整基金 1,093,667

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1純資産合計 25,142,880

資産合計 28,727,204負債及び純資産合計 28,727,204

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 4,081,409

    その他 -

  臨時利益 1,628

    資産売却益 1,628

    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 4,083,037

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 111,188

    使用料及び手数料 44,885

    その他 66,304

      社会保障給付 69,157

      他会計への繰出金 298,011

      その他 438

        その他 6,691

    移転費用 1,137,108

      補助金等 769,501

      その他の業務費用 14,902

        支払利息 8,186

        徴収不能引当金繰入額 25

        維持補修費 446,147

        減価償却費 1,419,964

        その他 4,948

        その他 219,288

      物件費等 2,433,866

        物件費 562,806

        職員給与費 357,720

        賞与等引当金繰入額 32,779

        退職手当引当金繰入額 -1,438

  経常費用 4,194,225

    業務費用 3,057,118

      人件費 608,350

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】

会計：一般会計等 （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 26,375,487 29,676,091 -3,300,604

  純行政コスト（△） -4,081,409 -4,081,409

  財源 2,844,902 2,844,902

    税収等 1,993,068 1,993,068

    国県等補助金 851,835 851,835

  本年度差額 -1,236,507 -1,236,507

  固定資産等の変動（内部変動） -1,159,265 1,159,265

    有形固定資産等の増加 203,336 -203,336

    有形固定資産等の減少 -1,424,802 1,424,802

    貸付金・基金等の増加 219,704 -219,704

    貸付金・基金等の減少 -157,503 157,503

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,900 3,900

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,232,607 -1,155,365 -77,241

本年度末純資産残高 25,142,880 28,520,726 -3,377,845

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】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,495

本年度歳計外現金増減額 11,225

本年度末歳計外現金残高 12,720

本年度末現金預金残高 206,043

    その他の収入 -

財務活動収支 -74,529

本年度資金収支額 -154,355

前年度末資金残高 347,678

本年度末資金残高 193,323

  財務活動支出 306,919

    地方債償還支出 306,919

    その他の支出 -

  財務活動収入 232,390

    地方債発行収入 232,390

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,628

    その他の収入 -

投資活動収支 -182,302

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 235,817

    国県等補助金収入 76,714

    基金取崩収入 157,475

【投資活動収支】

  投資活動支出 418,119

    公共施設等整備費支出 198,498

    基金積立金支出 219,621

    投資及び出資金支出 -

  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 102,476

  業務収入 2,882,180

    税収等収入 1,994,080

    国県等補助金収入 776,839

    使用料及び手数料収入 44,958

    その他の収入 66,304

    移転費用支出 1,137,108

      補助金等支出 769,501

      社会保障給付支出 69,157

      他会計への繰出支出 298,011

      その他の支出 438

    業務費用支出 1,642,597

      人件費支出 608,896

      物件費等支出 1,018,824

      支払利息支出 7,693

      その他の支出 7,184

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 2,779,705


