
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 87,259,913 固定負債 18,334,133

有形固定資産 79,060,699 地方債 15,660,560

事業用資産 32,440,824 長期未払金 -

土地 14,994,161 退職手当引当金 2,490,135

立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 179

建物 40,638,905 その他 183,260

建物減価償却累計額 △ 25,800,600 流動負債 2,708,634

工作物 2,774,406 1年内償還予定地方債 2,353,168

工作物減価償却累計額 △ 1,605,527 未払金 27

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 230,281

航空機 - 預り金 41,137

航空機減価償却累計額 - その他 84,021

その他 - 21,042,767

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 10,667 固定資産等形成分 91,722,796

インフラ資産 45,379,118 余剰分（不足分） △ 20,186,970

土地 3,563,282

建物 137,504

建物減価償却累計額 △ 100,990

工作物 90,072,085

工作物減価償却累計額 △ 48,951,342

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 658,578

物品 8,506,510

物品減価償却累計額 △ 7,265,753

無形固定資産 7,100

ソフトウェア 7,100

その他 -

投資その他の資産 8,192,114

投資及び出資金 1,772,165

有価証券 -

出資金 405,671

その他 1,366,494

投資損失引当金 △ 82,045

長期延滞債権 126,487

長期貸付金 26,900

基金 6,355,830

減債基金 -

その他 6,355,830

その他 -

徴収不能引当金 △ 7,222

流動資産 5,318,679

現金預金 836,347

未収金 20,628

短期貸付金 989

基金 4,461,894

財政調整基金 4,096,224

減債基金 365,669

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,178 71,535,826

92,578,593 92,578,593

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



（単位：千円）

金額

経常費用 14,335,033

業務費用 9,351,330

人件費 2,731,460

職員給与費 2,647,475

賞与等引当金繰入額 230,281

退職手当引当金繰入額 △ 344,604

その他 198,309

物件費等 6,477,083

物件費 2,227,823

維持補修費 1,176,504

減価償却費 3,072,756

その他 -

その他の業務費用 142,787

支払利息 87,161

徴収不能引当金繰入額 1,178

その他 54,448

移転費用 4,983,703

補助金等 3,491,518

社会保障給付 392,456

他会計への繰出金 1,094,792

その他 4,938

経常収益 648,660

使用料及び手数料 327,346

その他 321,315

純経常行政コスト 13,686,373

臨時損失 2,223,945

災害復旧事業費 126,978

資産除売却損 4,606

投資損失引当金繰入額 6,852

損失補償等引当金繰入額 -

その他 2,085,509

臨時利益 4,603

資産売却益 3,775

その他 828

純行政コスト 15,905,715

【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



（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 72,360,880 94,000,119 △ 21,639,239

純行政コスト（△） △ 15,905,715 △ 15,905,715

財源 15,092,801 15,092,801

税収等 10,104,497 10,104,497

国県等補助金 4,988,304 4,988,304

本年度差額 △ 812,914 △ 812,914

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,265,183 2,265,183

有形固定資産等の増加 1,012,317 △ 1,012,317

有形固定資産等の減少 △ 3,072,920 3,072,920

貸付金・基金等の増加 446,285 △ 446,285

貸付金・基金等の減少 △ 650,866 650,866

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 12,140 △ 12,140

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 825,054 △ 2,277,323 1,452,269

本年度末純資産残高 71,535,826 91,722,796 △ 20,186,970

【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



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,575,600

業務費用支出 6,591,896

人件費支出 3,041,437

物件費等支出 3,408,851

支払利息支出 87,161

その他の支出 54,448

移転費用支出 4,983,703

補助金等支出 3,491,518

社会保障給付支出 392,456

他会計への繰出支出 1,094,792

その他の支出 4,938

業務収入 13,428,417

税収等収入 10,109,810

国県等補助金収入 2,672,134

使用料及び手数料収入 326,743

その他の収入 319,729

臨時支出 2,206,531

災害復旧事業費支出 126,978

その他の支出 2,079,553

臨時収入 2,169,116

業務活動収支 1,815,402

【投資活動収支】

投資活動支出 1,071,259

公共施設等整備費支出 751,094

基金積立金支出 245,303

投資及び出資金支出 74,085

貸付金支出 777

その他の支出 -

投資活動収入 677,600

国県等補助金収入 147,054

基金取崩収入 509,139

貸付金元金回収収入 689

資産売却収入 20,717

その他の収入 -

投資活動収支 △ 393,659

【財務活動収支】

財務活動支出 2,529,116

地方債償還支出 2,407,320

その他の支出 121,796

財務活動収入 1,149,247

地方債発行収入 1,149,247

その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,379,869

41,874

753,335

795,209

前年度末歳計外現金残高 35,657

本年度歳計外現金増減額 5,481

本年度末歳計外現金残高 41,137

本年度末現金預金残高 836,347

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

【様式第４号】

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


