
一般会計等 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 45,314,050 固定負債 4,001,204

有形固定資産 42,895,241 地方債 2,795,941
事業用資産 10,511,482 長期未払金 -

土地 6,009,357 退職手当引当金 1,200,093
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,291,314 その他 5,169
建物減価償却累計額 △ 9,442,282 流動負債 537,535
工作物 1,459,324 1年内償還予定地方債 429,803
工作物減価償却累計額 △ 1,075,698 未払金 -
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 79,354
航空機 - 預り金 23,315
航空機減価償却累計額 - その他 5,063
その他 - 4,538,739
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 3,725 固定資産等形成分 46,152,489

インフラ資産 32,296,348 余剰分（不足分） △ 3,833,515
土地 1,004,336
建物 250,233
建物減価償却累計額 △ 208,252
工作物 92,092,515
工作物減価償却累計額 △ 60,883,959
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 41,476

物品 640,220
物品減価償却累計額 △ 552,808

無形固定資産 4,692
ソフトウェア 4,613
その他 79

投資その他の資産 2,414,116
投資及び出資金 627,913

有価証券 13,034
出資金 614,879
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 44,131
長期貸付金 -
基金 1,742,457

減債基金 74,998
その他 1,667,459

その他 -
徴収不能引当金 △ 385

流動資産 1,543,663
現金預金 442,924
未収金 262,302
短期貸付金 -
基金 838,439

財政調整基金 838,439
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2 42,318,973

46,857,712 46,857,712
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
貸借対照表

（令和 3年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



一般会計等 （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

他会計への繰出金

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

-

【様式第２号】

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

8,029,080

4,924,894

1,237,140

972,834

79,354

2,288,060

184,953

3,657,447

1,258,496

218,696

2,178,051

2,203

30,306

7,882

385

22,039

3,104,187

-

492,672

302,002

21,452

344,605

88,231

256,375

7,684,475

1,148

-

433

-

715

369

369

-

7,685,254



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 47,315,975 △ 4,224,841

純行政コスト（△） △ 7,685,254

財源 6,909,531

税収等 4,475,999

国県等補助金 2,433,532

本年度差額 △ 775,724

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,166,199 1,166,199

有形固定資産等の増加 641,212 △ 641,212

有形固定資産等の減少 △ 2,178,504 2,178,504

貸付金・基金等の増加 524,707 △ 524,707

貸付金・基金等の減少 △ 153,614 153,614

資産評価差額 3,813

無償所管換等 0

その他 △ 1,101 851

本年度純資産変動額 △ 1,163,487 391,326

本年度末純資産残高 46,152,489 △ 3,833,515

△ 775,724

【様式第３号】

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

43,091,134

△ 7,685,254

6,909,531

4,475,999

2,433,532

0

△ 250

△ 772,161

42,318,973

3,813



【様式第4号】

一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 5,847,113

業務費用支出 2,742,926

人件費支出 1,236,280

物件費等支出 1,484,449

支払利息支出 7,882

その他の支出 14,315

移転費用支出 3,104,187

補助金等支出 2,288,060

社会保障給付支出 492,672

他会計への繰出支出 302,002

その他の支出 21,452

業務収入 6,789,203

税収等収入 4,474,834

国県等補助金収入 1,987,577

使用料及び手数料収入 87,935

その他の収入 238,857

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 942,090

【投資活動収支】

投資活動支出 1,147,468

公共施設等整備費支出 636,961

基金積立金支出 414,156

投資及び出資金支出 68,351

貸付金支出 28,000

その他の支出 -

投資活動収入 337,324

国県等補助金収入 194,472

基金取崩収入 114,464

貸付金元金回収収入 28,000

資産売却収入 389

その他の収入 -

投資活動収支 △ 810,144

【財務活動収支】

財務活動支出 477,664

地方債償還支出 470,773

その他の支出 6,891

財務活動収入 427,825

地方債発行収入 427,825

その他の収入 -

財務活動収支 △ 49,839

82,107

337,501

419,608

前年度末歳計外現金残高 38,525

本年度歳計外現金増減額 △ 15,210

本年度末歳計外現金残高 23,315

本年度末現金預金残高 442,924

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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


