
【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 64,334,870   固定負債 27,707,068

    有形固定資産 61,653,374     地方債 25,274,351

      事業用資産 47,472,596     長期未払金 215,284

        土地 22,079,204     退職手当引当金 1,810,279

        立木竹 -     損失補償等引当金 202,907

        建物 49,907,695     その他 204,246

        建物減価償却累計額 -24,876,228   流動負債 2,836,190

        工作物 1,327,754     １年内償還予定地方債 2,342,291

        工作物減価償却累計額 -1,240,436     未払金 109,242

        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 267,178

        航空機 -     預り金 117,478

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 0 負債合計 30,543,257

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 274,607   固定資産等形成分 65,907,085

      インフラ資産 14,082,396   余剰分（不足分） -29,413,142

        土地 6,919,793

        建物 86,716

        建物減価償却累計額 -61,665

        工作物 14,040,530

        工作物減価償却累計額 -6,902,979

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 769,112

      物品減価償却累計額 -670,730

    無形固定資産 3,431

      ソフトウェア 3,431

      その他 -

    投資その他の資産 2,678,065

      投資及び出資金 1,254,297

        有価証券 44,000

        出資金 1,173,651

        その他 36,646

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 182,840

      長期貸付金 259,593

      基金 997,443

        減債基金 315,462

        その他 681,981

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,107

  流動資産 2,702,331

    現金預金 963,758

    未収金 160,513

    短期貸付金 -

    基金 1,572,215

      財政調整基金 1,572,215

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 5,845

    徴収不能引当金 - 純資産合計 36,493,944

資産合計 67,037,201 負債及び純資産合計 67,037,201

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【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

科目名 金額

  経常費用 24,099,774

    業務費用 10,460,938

      人件費 4,185,723

        職員給与費 3,218,384

        賞与等引当金繰入額 267,178

        退職手当引当金繰入額 -31,469

        その他 731,629

      物件費等 5,989,331

        物件費 4,007,024

        維持補修費 331,189

        減価償却費 1,648,620

        その他 2,497

      その他の業務費用 285,884

        支払利息 123,002

        徴収不能引当金繰入額 3,430

        その他 159,452

    移転費用 13,638,836

      補助金等 8,650,505

      社会保障給付 3,847,003

      他会計への繰出金 1,132,592

      その他 8,737

  経常収益 953,585

    使用料及び手数料 493,750

    その他 459,834

純経常行政コスト 23,146,189

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 66,733

純行政コスト 23,056,113

    その他 -

  臨時利益 90,076

    資産売却益 23,343



【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 36,291,140 63,903,699 -27,612,559

  純行政コスト（△） -23,056,113 -23,056,113

  財源 22,792,046 22,792,046

    税収等 12,796,396 12,796,396

    国県等補助金 9,995,649 9,995,649

  本年度差額 -264,068 -264,068

  固定資産等の変動（内部変動） 1,536,515 -1,536,515

    有形固定資産等の増加 5,121,393 -5,121,393

    有形固定資産等の減少 -3,393,188 3,393,188

    貸付金・基金等の増加 350,537 -350,537

    貸付金・基金等の減少 -542,226 542,226

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 466,871 466,871

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 202,803 2,003,386 -1,800,583

本年度末純資産残高 36,493,944 65,907,085 -29,413,142

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）

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 22,464,251

    業務費用支出 8,825,415

      人件費支出 4,202,251

      物件費等支出 4,349,565

      支払利息支出 123,002

      その他の支出 150,598

    移転費用支出 13,638,836

      補助金等支出 8,650,505

      社会保障給付支出 3,847,003

      他会計への繰出支出 1,132,592

      その他の支出 8,737

  業務収入 23,173,238

    税収等収入 12,686,869

    国県等補助金収入 9,530,390

    使用料及び手数料収入 496,529

    その他の収入 459,449

  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 708,987

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,884,128

    公共施設等整備費支出 3,472,191

    基金積立金支出 350,537

    投資及び出資金支出 60,000

    貸付金支出 1,400

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,103,204

    国県等補助金収入 465,259

    基金取崩収入 542,226

    貸付金元金回収収入 1,400

    資産売却収入 94,319

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,780,924

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,342,291

    地方債償還支出 2,342,291

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,420,095

    地方債発行収入 4,420,095

前年度末歳計外現金残高 79,762

本年度歳計外現金増減額 37,716

本年度末歳計外現金残高 117,478

本年度末現金預金残高 963,758

    その他の収入 -

財務活動収支 2,077,804

本年度資金収支額 5,867

前年度末資金残高 840,413

本年度末資金残高 846,280


