
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 24,167,324   固定負債 12,138,315

    有形固定資産 22,463,642     地方債 9,750,002

      事業用資産 15,667,141     長期未払金 -

        土地 6,819,303     退職手当引当金 2,351,321

        立木竹 437     損失補償等引当金 -

        建物 22,067,053     その他 36,992

        建物減価償却累計額 -13,368,955   流動負債 1,155,938

        工作物 165,813     １年内償還予定地方債 813,603

        工作物減価償却累計額 -26,273     未払金 -

        船舶 0     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 128,033

        航空機 -     預り金 207,868

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,433

        その他 - 負債合計 13,294,253

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,762   固定資産等形成分 25,398,078

      インフラ資産 6,645,750   余剰分（不足分） -12,400,628

        土地 2,782,239

        建物 640,708

        建物減価償却累計額 -342,737

        工作物 12,647,236

        工作物減価償却累計額 -9,081,695

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 636,836

      物品減価償却累計額 -486,084

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,703,682

      投資及び出資金 665,260

        有価証券 -

        出資金 665,260

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 114,341

      長期貸付金 2,500

      基金 929,884

        減債基金 -

        その他 929,884

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,304

  流動資産 2,124,379

    現金預金 840,666

    未収金 59,702

    短期貸付金 -

    基金 1,230,754

      財政調整基金 1,215,767

      減債基金 14,988

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,743 純資産合計 12,997,450

資産合計 26,291,703 負債及び純資産合計 26,291,703

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 13,678,303

    その他 -

  臨時利益 53,651

    資産売却益 53,651

    資産除売却損 473

    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 13,731,481

  臨時損失 473

    災害復旧事業費 -

  経常収益 459,684

    使用料及び手数料 227,203

    その他 232,481

      社会保障給付 1,465,724

      他会計への繰出金 377,431

      その他 21,809

        その他 65,687

    移転費用 8,222,876

      補助金等 6,357,913

      その他の業務費用 122,218

        支払利息 41,484

        徴収不能引当金繰入額 15,047

        維持補修費 163,757

        減価償却費 1,060,762

        その他 -

        その他 309,838

      物件費等 3,992,359

        物件費 2,767,840

        職員給与費 1,415,842

        賞与等引当金繰入額 128,033

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 14,191,165

    業務費用 5,968,289

      人件費 1,853,713

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目 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 12,728,028 25,082,193 -12,354,165

  純行政コスト（△） -13,678,303 -13,678,303

  財源 13,945,617 13,945,617

    税収等 7,521,075 7,521,075

    国県等補助金 6,424,541 6,424,541

  本年度差額 267,314 267,314

  固定資産等の変動（内部変動） 313,777 -313,777

    有形固定資産等の増加 1,598,541 -1,598,541

    有形固定資産等の減少 -1,526,665 1,526,665

    貸付金・基金等の増加 411,745 -411,745

    貸付金・基金等の減少 -169,844 169,844

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,108 2,108

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 269,422 315,885 -46,463

本年度末純資産残高 12,997,450 25,398,078 -12,400,628

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 207,103

本年度歳計外現金増減額 765

本年度末歳計外現金残高 207,868

本年度末現金預金残高 840,666

    その他の収入 -

財務活動収支 153,204

本年度資金収支額 31,242

前年度末資金残高 601,556

本年度末資金残高 632,798

  財務活動支出 829,458

    地方債償還支出 823,025

    その他の支出 6,433

  財務活動収入 982,662

    地方債発行収入 982,662

    貸付金元金回収収入 13,830

    資産売却収入 53,670

    その他の収入 -

投資活動収支 -812,888

【財務活動収支】

    貸付金支出 13,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 670,563

    国県等補助金収入 534,734

    基金取崩収入 68,329

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,483,451

    公共施設等整備費支出 1,133,129

    基金積立金支出 300,546

    投資及び出資金支出 36,776

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 6,365

業務活動収支 690,927

  業務収入 13,781,613

    税収等収入 7,500,788

    国県等補助金収入 5,883,442

    使用料及び手数料収入 228,019

    その他の収入 169,365

    移転費用支出 8,222,876

      補助金等支出 6,357,913

      社会保障給付支出 1,465,724

      他会計への繰出支出 377,431

      その他の支出 21,809

    業務費用支出 4,874,175

      人件費支出 1,854,458

      物件費等支出 2,931,597

      支払利息支出 41,484

      その他の支出 46,637

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 13,097,051


