
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 35,051,715   固定負債 3,598,270

    有形固定資産 31,565,103     地方債 3,189,766

      事業用資産 12,349,225     長期未払金 -

        土地 7,696,540     退職手当引当金 408,504

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,521,509     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,892,504   流動負債 512,514

        工作物 32,305     １年内償還予定地方債 379,803

        工作物減価償却累計額 -8,626     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 62,801

        航空機 -     預り金 69,910

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,110,784

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 35,410,555

      インフラ資産 19,067,466   余剰分（不足分） -4,010,114

        土地 18,322,937

        建物 691

        建物減価償却累計額 -139

        工作物 1,923,995

        工作物減価償却累計額 -1,180,018

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 499,806

      物品減価償却累計額 -351,394

    無形固定資産 12,785

      ソフトウェア 12,785

      その他 -

    投資その他の資産 3,473,827

      投資及び出資金 65,760

        有価証券 -

        出資金 65,760

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,698

      長期貸付金 -

      基金 3,400,968

        減債基金 508,180

        その他 2,892,788

      その他 -

      徴収不能引当金 -598

  流動資産 459,510

    現金預金 98,864

    未収金 1,873

    短期貸付金 -

    基金 358,841

      財政調整基金 358,841

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -68 純資産合計 31,400,441

資産合計 35,511,225 負債及び純資産合計 35,511,225

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 50,121

純行政コスト 5,041,202

    その他 -

  臨時利益 52,934

    資産売却益 2,813

    資産除売却損 -

    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 5,091,319

  臨時損失 2,817

    災害復旧事業費 2,817

  経常収益 195,566

    使用料及び手数料 53,210

    その他 142,356

      社会保障給付 439,502

      他会計への繰出金 282,610

      その他 60,175

        その他 15,961

    移転費用 3,168,541

      補助金等 2,386,254

      その他の業務費用 29,242

        支払利息 13,281

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 58,761

        減価償却費 316,958

        その他 -

        その他 296,500

      物件費等 1,097,690

        物件費 721,971

        職員給与費 632,111

        賞与等引当金繰入額 62,801

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,286,885

    業務費用 2,118,345

      人件費 991,413

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】

会計：一般会計等 （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 31,360,139 35,227,774 -3,867,635

  純行政コスト（△） -5,041,202 -5,041,202

  財源 5,066,531 5,066,531

    税収等 3,116,962 3,116,962

    国県等補助金 1,949,569 1,949,569

  本年度差額 25,329 25,329

  固定資産等の変動（内部変動） 167,809 -167,809

    有形固定資産等の増加 310,440 -310,440

    有形固定資産等の減少 -316,958 316,958

    貸付金・基金等の増加 178,824 -178,824

    貸付金・基金等の減少 -4,498 4,498

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,973 14,973

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 40,302 182,782 -142,479

本年度末純資産残高 31,400,441 35,410,555 -4,010,114

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】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,613

本年度歳計外現金増減額 297

本年度末歳計外現金残高 69,910

本年度末現金預金残高 98,864

    その他の収入 -

財務活動収支 165,274

本年度資金収支額 -19,972

前年度末資金残高 48,927

本年度末資金残高 28,955

  財務活動支出 341,726

    地方債償還支出 341,726

    その他の支出 -

  財務活動収入 507,000

    地方債発行収入 507,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 2,813

    その他の収入 -

投資活動収支 -408,124

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 81,140

    国県等補助金収入 76,016

    基金取崩収入 2,312

【投資活動収支】

  投資活動支出 489,264

    公共施設等整備費支出 310,440

    基金積立金支出 178,824

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 2,817

    災害復旧事業費支出 2,817

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 222,878

  業務収入 5,195,077

    税収等収入 3,124,863

    国県等補助金収入 1,873,553

    使用料及び手数料収入 54,173

    その他の収入 142,486

    移転費用支出 3,168,541

      補助金等支出 2,386,254

      社会保障給付支出 439,502

      他会計への繰出支出 282,610

      その他の支出 60,175

    業務費用支出 1,800,841

      人件費支出 990,867

      物件費等支出 780,732

      支払利息支出 13,281

      その他の支出 15,961

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 4,969,382
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