
【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 30,022,339   固定負債 3,572,192

    有形固定資産 25,461,648     地方債 3,046,857

      事業用資産 10,525,938     長期未払金 -

        土地 1,294,325     退職手当引当金 523,230

        立木竹 3,969,778     損失補償等引当金 -

        建物 10,837,057     その他 2,105

        建物減価償却累計額 -6,510,114   流動負債 477,349

        工作物 3,288,664     １年内償還予定地方債 372,579

        工作物減価償却累計額 -2,506,537     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 47,834

        航空機 -     預り金 47,311

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,624

        その他 - 負債合計 4,049,540

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 152,765   固定資産等形成分 31,703,771

      インフラ資産 14,693,727   余剰分（不足分） -3,792,207

        土地 303,923

        建物 1,846

        建物減価償却累計額 -340

        工作物 31,533,702

        工作物減価償却累計額 -18,743,845

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,598,441

      物品 1,882,184

      物品減価償却累計額 -1,640,201

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,560,691

      投資及び出資金 72,803

        有価証券 8,094

        出資金 64,709

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 34,726

      長期貸付金 38,780

      基金 4,417,661

        減債基金 248,232

        その他 4,169,429

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,278

  流動資産 1,938,765

    現金預金 242,074

    未収金 10,472

    短期貸付金 -

    基金 1,681,432

      財政調整基金 1,681,432

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 5,000

    徴収不能引当金 -214 純資産合計 27,911,564

資産合計 31,961,104 負債及び純資産合計 31,961,104

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 -

純行政コスト 4,704,754

    その他 -

  臨時利益 21,408

    資産売却益 21,408

    資産除売却損 6,588

    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 4,719,574

  臨時損失 6,588

    災害復旧事業費 -

  経常収益 129,246

    使用料及び手数料 47,420

    その他 81,826

      社会保障給付 165,825

      他会計への繰出金 486,579

      その他 10,180

        その他 3,907

    移転費用 1,741,728

      補助金等 1,079,144

      その他の業務費用 13,527

        支払利息 7,434

        徴収不能引当金繰入額 2,186

        維持補修費 481,999

        減価償却費 1,156,448

        その他 12,479

        その他 72,404

      物件費等 2,510,529

        物件費 859,604

        職員給与費 480,246

        賞与等引当金繰入額 47,834

        退職手当引当金繰入額 -17,448

  経常費用 4,848,820

    業務費用 3,107,092

      人件費 583,035

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 27,823,383 31,122,570 -3,299,187

  純行政コスト（△） -4,704,754 -4,704,754

  財源 4,799,799 4,799,799

    税収等 3,038,417 3,038,417

    国県等補助金 1,761,382 1,761,382

  本年度差額 95,045 95,045

  固定資産等の変動（内部変動） 588,065 -588,065

    有形固定資産等の増加 1,655,832 -1,655,832

    有形固定資産等の減少 -1,231,149 1,231,149

    貸付金・基金等の増加 355,600 -355,600

    貸付金・基金等の減少 -192,217 192,217

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -6,863 -6,863

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 88,181 581,202 -493,020

本年度末純資産残高 27,911,564 31,703,771 -3,792,207

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 15,149

本年度歳計外現金増減額 32,162

本年度末歳計外現金残高 47,311

本年度末現金預金残高 242,074

    その他の収入 -

財務活動収支 432,245

本年度資金収支額 -74,494

前年度末資金残高 269,257

本年度末資金残高 194,763

  財務活動支出 451,355

    地方債償還支出 451,355

    その他の支出 -

  財務活動収入 883,600

    地方債発行収入 883,600

    貸付金元金回収収入 8,105

    資産売却収入 21,408

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,229,596

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,480

    その他の支出 -

  投資活動収入 675,945

    国県等補助金収入 498,799

    基金取崩収入 147,633

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,905,541

    公共施設等整備費支出 1,587,719

    基金積立金支出 312,343

    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 722,858

  業務収入 4,427,590

    税収等収入 3,036,031

    国県等補助金収入 1,262,583

    使用料及び手数料収入 47,151

    その他の収入 81,826

    移転費用支出 1,741,728

      補助金等支出 1,079,144

      社会保障給付支出 165,825

      他会計への繰出支出 486,579

      その他の支出 10,180

    業務費用支出 1,963,005

      人件費支出 590,467

      物件費等支出 1,361,665

      支払利息支出 7,434

      その他の支出 3,440

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 3,704,733


