
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 57,017,172 固定負債 11,370,552

有形固定資産 53,911,347 地方債等 5,709,521
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 1,267,912
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,291,314 その他 4,393,119
建物減価償却累計額 △ 9,442,282 流動負債 946,370
工作物 1,459,324 1年内償還予定地方債等 757,723
工作物減価償却累計額 △ 1,075,698 未払金 57,405
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 81,654
航空機 - 預り金 44,106
航空機減価償却累計額 - その他 5,482
その他 - 12,316,922
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 57,855,611

インフラ資産 42,503,508 余剰分（不足分） △ 10,805,801
土地 1,313,418
建物 904,465
建物減価償却累計額 △ 318,231
工作物 103,849,858
工作物減価償却累計額 △ 63,293,703
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 47,702

物品 2,128,024
物品減価償却累計額 △ 1,231,667

無形固定資産 550,535
ソフトウェア 4,725
その他 545,810

投資その他の資産 2,555,290
投資及び出資金 301,502

有価証券 113,034
出資金 188,468
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 72,937
長期貸付金 -
基金 2,183,242

減債基金 74,998
その他 2,108,244

その他 476
徴収不能引当金 △ 2,867

流動資産 2,349,560
現金預金 1,069,337
未収金 345,298
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 241
その他 99,750
徴収不能引当金 △ 3,505

繰延資産 - 47,049,810
59,366,732 59,366,732

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

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

2,360

996

369

627

10,028,183

-

495,412

-

14,348

771,964

501,808

270,156

10,026,386

2,793

-

433

-

4,488,001

189,735

4,286,393

1,387,008

236,436

2,660,551

2,399

213,751

72,653

1,381

139,717

4,997,761

-

【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

10,798,351

5,800,590

1,300,446

1,028,296

82,414



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 59,364,407 △ 11,642,057

純行政コスト（△） △ 10,028,183

財源 9,372,316

税収等 5,446,336

国県等補助金 3,925,980

本年度差額 △ 655,867

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,428,403 1,428,403

有形固定資産等の増加 827,643 △ 827,643

有形固定資産等の減少 △ 2,650,688 2,650,688

貸付金・基金等の増加 555,788 △ 555,788

貸付金・基金等の減少 △ 161,146 161,146

資産評価差額 3,813

無償所管換等 48

その他 △ 84,254 63,719

本年度純資産変動額 △ 1,508,796 836,255

本年度末純資産残高 57,855,611 △ 10,805,801

48

△ 20,534

△ 672,541

47,049,810

3,813

△ 655,867

【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

47,722,351

△ 10,028,183

9,372,316

5,446,336

3,925,980



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 8,183,516

業務費用支出 3,185,560

人件費支出 1,301,827

物件費等支出 1,629,544

支払利息支出 72,653

その他の支出 181,536

移転費用支出 4,997,955

補助金等支出 4,488,195

社会保障給付支出 495,412

他会計への繰出支出 -

その他の支出 14,348

業務収入 9,492,256

税収等収入 5,371,011

国県等補助金収入 3,368,076

使用料及び手数料収入 503,843

その他の収入 249,326

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 1,308,740

【投資活動収支】

投資活動支出 1,261,685

公共施設等整備費支出 796,093

基金積立金支出 437,592

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 28,000

その他の支出 -

投資活動収入 392,997

国県等補助金収入 210,707

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 39,437

投資活動収支 △ 868,689

【財務活動収支】

財務活動支出 801,292

地方債等償還支出 794,401

その他の支出 6,891

財務活動収入 437,725

地方債等発行収入 437,725

その他の収入 -

財務活動収支 △ 363,567

76,485

969,536

1,046,022

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 1,069,337

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


