
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 15,202,789   固定負債 7,931,320

    有形固定資産 13,231,238     地方債 6,254,230

      事業用資産 10,849,239     長期未払金 -

        土地 2,772,599     退職手当引当金 1,560,324

        立木竹 2,078     損失補償等引当金 -

        建物 23,699,875     その他 116,766

        建物減価償却累計額 -15,765,096   流動負債 84,165

        工作物 193,994     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -71,372     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 63,261

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,904

        その他 - 負債合計 8,015,485

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 17,160   固定資産等形成分 17,098,701

      インフラ資産 1,813,467   余剰分（不足分） -7,838,208

        土地 932,879

        建物 394,576

        建物減価償却累計額 -323,718

        工作物 898,567

        工作物減価償却累計額 -132,448

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 43,610

      物品 1,668,206

      物品減価償却累計額 -1,099,673

    無形固定資産 8,020

      ソフトウェア 8,020

      その他 -

    投資その他の資産 1,963,530

      投資及び出資金 50,944

        有価証券 17,480

        出資金 33,464

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 39,945

      長期貸付金 77,000

      基金 1,798,014

        減債基金 -

        その他 1,798,014

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,373

  流動資産 2,073,189

    現金預金 166,851

    未収金 10,449

    短期貸付金 -

    基金 1,895,912

      財政調整基金 1,556,685

      減債基金 339,227

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -23 純資産合計 9,260,492

資産合計 17,275,977 負債及び純資産合計 17,275,977

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 1,269

純行政コスト 6,128,910

    その他 -

  臨時利益 7,973

    資産売却益 6,704

    資産除売却損 6,068

    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 6,130,815

  臨時損失 6,068

    災害復旧事業費 -

  経常収益 261,658

    使用料及び手数料 138,208

    その他 123,450

      社会保障給付 428,406

      他会計への繰出金 698,846

      その他 1,314

        その他 19,331

    移転費用 3,144,094

      補助金等 2,015,528

      その他の業務費用 44,555

        支払利息 25,223

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 209,050

        減価償却費 674,822

        その他 -

        その他 203,232

      物件費等 2,106,344

        物件費 1,222,472

        職員給与費 830,986

        賞与等引当金繰入額 63,261

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,392,472

    業務費用 3,248,378

      人件費 1,097,479

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

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 7,909,647 16,133,963 -8,224,316

  純行政コスト（△） -6,128,910 -6,128,910

  財源 6,303,602 6,303,602

    税収等 4,258,701 4,258,701

    国県等補助金 2,044,901 2,044,901

  本年度差額 174,693 174,693

  固定資産等の変動（内部変動） 1,785 -1,785

    有形固定資産等の増加 659,268 -659,268

    有形固定資産等の減少 -674,822 674,822

    貸付金・基金等の増加 276,241 -276,241

    貸付金・基金等の減少 -258,902 258,902

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 702,377 702,377

  その他 473,776 260,576 213,200

  本年度純資産変動額 1,350,845 964,737 386,108

本年度末純資産残高 9,260,492 17,098,701 -7,838,208

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



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 166,851

    その他の収入 -

財務活動収支 -37,706

本年度資金収支額 133,114

前年度末資金残高 33,737

本年度末資金残高 166,851

  財務活動支出 818,279

    地方債償還支出 797,375

    その他の支出 20,904

  財務活動収入 780,573

    地方債発行収入 780,573

    貸付金元金回収収入 79,300

    資産売却収入 6,704

    その他の収入 -

投資活動収支 -513,165

【財務活動収支】

    貸付金支出 77,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 419,227

    国県等補助金収入 162,979

    基金取崩収入 170,244

【投資活動収支】

  投資活動支出 932,392

    公共施設等整備費支出 658,971

    基金積立金支出 195,921

    投資及び出資金支出 -

  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 683,984

  業務収入 6,402,456

    税収等収入 4,259,581

    国県等補助金収入 1,881,922

    使用料及び手数料収入 138,157

    その他の収入 122,795

    移転費用支出 3,144,094

      補助金等支出 2,015,528

      社会保障給付支出 428,406

      他会計への繰出支出 698,846

      その他の支出 1,314

    業務費用支出 2,574,377

      人件費支出 1,098,300

      物件費等支出 1,450,854

      支払利息支出 25,223

      その他の支出 -

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,718,472


