
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 96,726,134 固定負債 23,858,456
有形固定資産 89,482,459 地方債等 19,541,406

事業用資産 32,931,014 長期未払金 -
土地 15,103,690 退職手当引当金 2,583,367
立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 179
建物 41,687,548 その他 1,733,504
建物減価償却累計額 △ 26,481,476 流動負債 3,186,701
工作物 2,801,514 1年内償還予定地方債等 2,671,140
工作物減価償却累計額 △ 1,619,740 未払金 105,564
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 269,087
航空機 - 預り金 41,137
航空機減価償却累計額 - その他 99,772
その他 - 27,045,157
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 101,242,811

インフラ資産 53,884,280 余剰分（不足分） △ 24,853,283
土地 3,861,872 他団体出資等分 -
建物 813,096
建物減価償却累計額 △ 390,206
工作物 105,413,536
工作物減価償却累計額 △ 56,510,088
その他 738
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 695,333

物品 13,391,966
物品減価償却累計額 △ 10,724,800

無形固定資産 241,762
ソフトウェア 10,980
その他 230,782

投資その他の資産 7,001,913
投資及び出資金 405,671

有価証券 -
出資金 405,671
その他 -

投資損失引当金 △ 82,045
長期延滞債権 149,596
長期貸付金 26,900
基金 6,512,248

減債基金 -
その他 6,512,248

その他 -
徴収不能引当金 △ 10,458

流動資産 6,708,551
現金預金 2,061,000
未収金 114,001
短期貸付金 989
基金 4,515,688

財政調整基金 4,150,018
減債基金 365,669

棚卸資産 18,973
その他 5,500
徴収不能引当金 △ 7,600

繰延資産 - 76,389,528

103,434,685 103,434,685

【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

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 21,072,238

業務費用 11,179,629

人件費 3,344,334

職員給与費 3,184,764

賞与等引当金繰入額 269,087

退職手当引当金繰入額 △ 337,257

その他 227,740

物件費等 7,554,827

物件費 2,658,383

維持補修費 1,247,599

減価償却費 3,648,846

その他 -

その他の業務費用 280,468

支払利息 147,286

徴収不能引当金繰入額 4,519

その他 128,664

移転費用 9,892,609

補助金等 9,491,473

社会保障給付 395,780

その他 5,356

経常収益 1,600,132

使用料及び手数料 1,217,924

その他 382,208

純経常行政コスト 19,472,105

臨時損失 2,233,059

災害復旧事業費 126,978

資産除売却損 6,843

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 2,092,385

臨時利益 8,551

資産売却益 3,775

その他 4,775

純行政コスト 21,696,613

【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



（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 77,292,563 103,942,785 △ 26,650,221 -

純行政コスト（△） △ 21,696,613 △ 21,696,613 -

財源 20,789,200 20,789,200 -

税収等 12,139,745 12,139,745 -

国県等補助金 8,649,455 8,649,455 -

本年度差額 △ 907,413 △ 907,413 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,690,098 2,690,098

有形固定資産等の増加 1,248,356 △ 1,248,356

有形固定資産等の減少 △ 3,662,279 3,662,279

貸付金・基金等の増加 406,832 △ 406,832

貸付金・基金等の減少 △ 683,007 683,007

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 9,876 △ 9,876

他団体出資等分の増加 - - -

他団体出資等分の減少 - - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 14,254 - 14,254

本年度純資産変動額 △ 903,035 △ 2,699,974 1,796,939 -

本年度末純資産残高 76,389,528 101,242,811 △ 24,853,283 -

科目 合計

【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



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 17,674,003

業務費用支出 7,781,394

人件費支出 3,644,185
物件費等支出 3,860,177
支払利息支出 147,286
その他の支出 129,747

移転費用支出 9,892,609
補助金等支出 9,491,473
社会保障給付支出 395,780
その他の支出 5,356

業務収入 20,028,840
税収等収入 12,145,090
国県等補助金収入 6,235,445
使用料及び手数料収入 1,267,734
その他の収入 380,570

臨時支出 2,213,407
災害復旧事業費支出 126,978
その他の支出 2,086,429

臨時収入 2,173,064
業務活動収支 2,314,493
【投資活動収支】

投資活動支出 1,239,202
公共施設等整備費支出 978,365
基金積立金支出 260,060
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 777
その他の支出 -

投資活動収入 732,325
国県等補助金収入 186,490
基金取崩収入 518,139
貸付金元金回収収入 689
資産売却収入 20,717
その他の収入 6,289

投資活動収支 △ 506,878
【財務活動収支】

財務活動支出 2,849,854
地方債償還支出 2,713,351
その他の支出 136,504

財務活動収入 1,258,147
地方債発行収入 1,258,147
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,591,707
215,908

1,803,954
比例連結割合変更に伴う差額 -

2,019,862

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 2,061,000

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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


