
【一般会計等】 【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 78,775,346   固定負債 34,119,605

    有形固定資産 71,877,166     地方債 28,293,492

      事業用資産 56,278,414     長期未払金 -

        土地 31,310,920     退職手当引当金 5,826,113

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 70,804,512     その他 -

        建物減価償却累計額 -46,456,943   流動負債 4,147,929

        工作物 774,350     １年内償還予定地方債 3,083,875

        工作物減価償却累計額 -187,032     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 601,141

        航空機 -     預り金 462,912

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 38,267,534

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 32,605   固定資産等形成分 82,123,514

      インフラ資産 14,814,515   余剰分（不足分） -36,922,407

        土地 9,754,120

        建物 115,981

        建物減価償却累計額 -55,826

        工作物 12,272,960

        工作物減価償却累計額 -7,298,786

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 26,066

      物品 3,282,705

      物品減価償却累計額 -2,498,468

    無形固定資産 115,171

      ソフトウェア 115,171

      その他 -

    投資その他の資産 6,783,010

      投資及び出資金 298,969

        有価証券 -

        出資金 298,969

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 269,169

      長期貸付金 200

      基金 6,230,911

        減債基金 -

        その他 6,230,911

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,238

  流動資産 4,693,294

    現金預金 1,241,490

    未収金 111,179

    短期貸付金 1,053

    基金 3,347,114

      財政調整基金 3,347,114

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,543 純資産合計 45,201,106

資産合計 83,468,640 負債及び純資産合計 83,468,640

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【一般会計等】 【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 51,758,117

    業務費用 17,732,335

      人件費 8,408,954

        職員給与費 5,873,509

        賞与等引当金繰入額 601,141

        退職手当引当金繰入額 533,554

        その他 1,400,750

      物件費等 8,840,872

        物件費 6,426,650

        維持補修費 246,572

        減価償却費 2,167,649

        その他 -

      その他の業務費用 482,508

        支払利息 155,893

        徴収不能引当金繰入額 16,264

        その他 310,351

    移転費用 34,025,782

      補助金等 17,585,222

      社会保障給付 11,815,571

      他会計への繰出金 4,602,042

      その他 22,947

  経常収益 1,305,598

    使用料及び手数料 821,407

    その他 484,191

純経常行政コスト 50,452,518

  臨時損失 11,263

    災害復旧事業費 11,160

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 50,461,805

    その他 103

  臨時利益 1,976

    資産売却益 1,976



【一般会計等】 【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 47,046,425 83,984,450 -36,938,026

  純行政コスト（△） -50,461,805 -50,461,805

  財源 48,519,613 48,519,613

    税収等 24,405,578 24,405,578

    国県等補助金 24,114,035 24,114,035

  本年度差額 -1,942,192 -1,942,192

  固定資産等の変動（内部変動） -1,957,810 1,957,810

    有形固定資産等の増加 994,678 -994,678

    有形固定資産等の減少 -2,167,649 2,167,649

    貸付金・基金等の増加 2,032,547 -2,032,547

    貸付金・基金等の減少 -2,817,386 2,817,386

  資産評価差額 -439 -439

  無償所管換等 97,312 97,312

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,845,318 -1,860,937 15,618

本年度末純資産残高 45,201,106 82,123,514 -36,922,407

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



【一般会計等】 【様式第4号】

（単位：千円）

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

【業務活動収支】

  業務支出 49,296,039

    業務費用支出 15,270,257

      人件費支出 8,146,846

      物件費等支出 6,673,222

      支払利息支出 155,893

      その他の支出 294,296

    移転費用支出 34,025,782

      補助金等支出 17,585,222

      社会保障給付支出 11,815,571

      他会計への繰出支出 4,602,042

      その他の支出 22,947

  業務収入 36,167,034

    税収等収入 24,395,594

    国県等補助金収入 10,471,534

    使用料及び手数料収入 815,714

    その他の収入 484,191

  臨時支出 11,160

    災害復旧事業費支出 11,160

    その他の支出 -

  臨時収入 13,065,858

業務活動収支 -74,307

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,770,154

    公共施設等整備費支出 994,678

    基金積立金支出 637,926

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,137,550

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,084,116

    国県等補助金収入 576,643

    基金取崩収入 1,321,884

    貸付金元金回収収入 1,145,028

    資産売却収入 1,976

    その他の収入 38,585

投資活動収支 313,961

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,994,616

    地方債償還支出 2,994,616

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,774,312

    地方債発行収入 2,774,312

前年度末歳計外現金残高 497,462

本年度歳計外現金増減額 -34,550

本年度末歳計外現金残高 462,912

本年度末現金預金残高 1,241,490

    その他の収入 -

財務活動収支 -220,304

本年度資金収支額 19,350

前年度末資金残高 759,227

本年度末資金残高 778,578


