
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 65,340,467   固定負債 13,703,072

    有形固定資産 60,877,768     地方債 11,765,875

      事業用資産 25,782,577     長期未払金 -

        土地 12,875,906     退職手当引当金 1,930,397

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,902,577     その他 6,800

        建物減価償却累計額 -16,975,085   流動負債 1,800,546

        工作物 4,664,478     １年内償還予定地方債 1,553,076

        工作物減価償却累計額 -3,838,275     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 136,707

        航空機 -     預り金 110,763

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,503,618

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 152,976   固定資産等形成分 67,597,954

      インフラ資産 34,283,492   余剰分（不足分） -14,553,211

        土地 2,605,177

        建物 1,376,597

        建物減価償却累計額 -1,089,431

        工作物 138,131,788

        工作物減価償却累計額 -106,802,520

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 61,882

      物品 2,898,301

      物品減価償却累計額 -2,086,602

    無形固定資産 54,652

      ソフトウェア 25,210

      その他 29,441

    投資その他の資産 4,408,047

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 14,612

      長期貸付金 104,075

      基金 3,978,226

        減債基金 -

        その他 3,978,226

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,613

  流動資産 3,207,894

    現金預金 938,969

    未収金 11,810

    短期貸付金 -

    基金 2,257,487

      財政調整基金 1,543,790

      減債基金 713,697

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -372 純資産合計 53,044,743

資産合計 68,548,362 負債及び純資産合計 68,548,362

貸借対照表【一般会計等　①⑤⑭】
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 16,302,002

    その他 -

  臨時利益 723

    資産売却益 723

    資産除売却損 1,640

    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 16,057,019

  臨時損失 245,707

    災害復旧事業費 244,067

  経常収益 614,784

    使用料及び手数料 335,537

    その他 279,248

      社会保障給付 1,153,091

      他会計への繰出金 1,577,501

      その他 4,975

        その他 34,124

    移転費用 7,299,826

      補助金等 4,564,259

      その他の業務費用 64,431

        支払利息 28,322

        徴収不能引当金繰入額 1,984

        維持補修費 517,012

        減価償却費 2,826,527

        その他 6,402

        その他 469,042

      物件費等 6,907,439

        物件費 3,557,497

        職員給与費 1,638,845

        賞与等引当金繰入額 136,707

        退職手当引当金繰入額 155,514

  経常費用 16,671,803

    業務費用 9,371,977

      人件費 2,400,107

行政コスト計算書【一般会計等　①⑤⑭】
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】

（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 54,621,362 68,643,949 -14,022,587

  純行政コスト（△） -16,302,002 -16,302,002

  財源 14,832,180 14,832,180

    税収等 10,400,436 10,400,436

    国県等補助金 4,431,744 4,431,744

  本年度差額 -1,469,822 -1,469,822

  固定資産等の変動（内部変動） -939,198 939,198

    有形固定資産等の増加 1,076,700 -1,076,700

    有形固定資産等の減少 -2,841,921 2,841,921

    貸付金・基金等の増加 2,544,822 -2,544,822

    貸付金・基金等の減少 -1,718,799 1,718,799

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -106,797 -106,797

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,576,619 -1,045,995 -530,624

本年度末純資産残高 53,044,743 67,597,954 -14,553,211

純資産変動計算書【一般会計等　①⑤⑭】
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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 112,336

本年度歳計外現金増減額 -1,573

本年度末歳計外現金残高 110,763

本年度末現金預金残高 938,969

    その他の収入 -

財務活動収支 241,093

本年度資金収支額 -330,413

前年度末資金残高 1,158,618

本年度末資金残高 828,205

  財務活動支出 1,499,907

    地方債償還支出 1,499,907

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,741,000

    地方債発行収入 1,741,000

    貸付金元金回収収入 541,127

    資産売却収入 2,843

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,741,326

【財務活動収支】

    貸付金支出 559,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,845,945

    国県等補助金収入 153,065

    基金取崩収入 1,148,910

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,587,271

    公共施設等整備費支出 1,062,110

    基金積立金支出 1,966,161

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 244,067

    災害復旧事業費支出 244,067

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,169,820

  業務収入 15,292,047

    税収等収入 10,399,469

    国県等補助金収入 4,278,679

    使用料及び手数料収入 336,265

    その他の収入 277,634

    移転費用支出 7,299,650

      補助金等支出 4,564,259

      社会保障給付支出 1,153,091

      他会計への繰出支出 1,577,501

      その他の支出 4,799

    業務費用支出 6,578,511

      人件費支出 2,441,217

      物件費等支出 4,086,407

      支払利息支出 28,322

      その他の支出 22,565

資金収支計算書【一般会計等　①⑤⑭】
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 13,878,160


