
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 97,954,808   固定負債 14,836,971

    有形固定資産 93,216,128     地方債 13,758,863

      事業用資産 20,475,288     長期未払金 -

        土地 2,081,013     退職手当引当金 1,032,726

        立木竹 3,796,424     損失補償等引当金 -

        建物 25,316,049     その他 45,382

        建物減価償却累計額 -15,829,627   流動負債 2,169,964

        工作物 7,444,417     １年内償還予定地方債 1,878,447

        工作物減価償却累計額 -2,543,465     未払金 31,156

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 50,932     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -23,503     賞与等引当金 177,897

        航空機 -     預り金 82,465

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 32,202 負債合計 17,006,936

        その他減価償却累計額 -27,614 【純資産の部】

        建設仮勘定 178,460   固定資産等形成分 104,032,282

      インフラ資産 70,761,082   余剰分（不足分） -14,805,125

        土地 537,967

        建物 1,464,458

        建物減価償却累計額 -928,352

        工作物 198,369,737

        工作物減価償却累計額 -129,144,402

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 461,674

      物品 3,798,725

      物品減価償却累計額 -1,818,967

    無形固定資産 116,838

      ソフトウェア 116,838

      その他 -

    投資その他の資産 4,621,842

      投資及び出資金 90,481

        有価証券 66,360

        出資金 24,121

        その他 -

      投資損失引当金 -51,210

      長期延滞債権 44,994

      長期貸付金 675,378

      基金 3,864,247

        減債基金 -

        その他 3,864,247

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,047

  流動資産 8,279,284

    現金預金 2,083,566

    未収金 106,579

    短期貸付金 5,100

    基金 6,072,374

      財政調整基金 3,712,076

      減債基金 2,360,298

    棚卸資産 11,858

    その他 -

    徴収不能引当金 -193 純資産合計 89,227,157

資産合計 106,234,092 負債及び純資産合計 106,234,092

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 191

純行政コスト 14,538,802

    その他 37

  臨時利益 5,799

    資産売却益 5,608

    資産除売却損 12,023

    投資損失引当金繰入額 12,553

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 14,390,393

  臨時損失 154,208

    災害復旧事業費 129,596

  経常収益 1,347,730

    使用料及び手数料 818,607

    その他 529,122

      社会保障給付 332,177

      他会計への繰出金 -

      その他 14,009

        その他 41,706

    移転費用 5,141,789

      補助金等 4,795,603

      その他の業務費用 125,676

        支払利息 82,237

        徴収不能引当金繰入額 1,733

        維持補修費 396,843

        減価償却費 5,202,749

        その他 -

        その他 171,984

      物件費等 7,891,298

        物件費 2,291,706

        職員給与費 2,225,099

        賞与等引当金繰入額 177,169

        退職手当引当金繰入額 5,108

  経常費用 15,738,123

    業務費用 10,596,334

      人件費 2,579,360

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】

（単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 91,497,865 106,740,716 -15,242,850

  純行政コスト（△） -14,538,802 -14,538,802

  財源 12,313,255 12,313,255

    税収等 8,005,925 8,005,925

    国県等補助金 4,307,329 4,307,329

  本年度差額 -2,225,548 -2,225,548

  固定資産等の変動（内部変動） -2,663,805 2,663,805

    有形固定資産等の増加 2,312,962 -2,312,962

    有形固定資産等の減少 -5,215,187 5,215,187

    貸付金・基金等の増加 702,591 -702,591

    貸付金・基金等の減少 -464,172 464,172

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -49,637 -49,637

  その他 4,476 5,009 -533

  本年度純資産変動額 -2,270,709 -2,708,434 437,725

本年度末純資産残高 89,227,157 104,032,282 -14,805,125

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 87,812

本年度歳計外現金増減額 -5,352

本年度末歳計外現金残高 82,460

本年度末現金預金残高 2,083,566

    その他の収入 -

財務活動収支 -532,811

本年度資金収支額 -147,127

前年度末資金残高 2,148,233

本年度末資金残高 2,001,106

  財務活動支出 1,945,428

    地方債償還支出 1,945,428

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,412,617

    地方債発行収入 1,412,617

    貸付金元金回収収入 11,587

    資産売却収入 9,295

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,978,240

【財務活動収支】

    貸付金支出 28,980

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,039,520

    国県等補助金収入 590,697

    基金取崩収入 427,941

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,017,760

    公共施設等整備費支出 2,312,962

    基金積立金支出 675,817

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 129,596

    災害復旧事業費支出 129,596

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,363,924

  業務収入 13,013,580

    税収等収入 8,002,490

    国県等補助金収入 3,716,633

    使用料及び手数料収入 816,165

    その他の収入 478,292

    移転費用支出 5,141,789

      補助金等支出 4,795,603

      社会保障給付支出 332,177

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 14,009

    業務費用支出 5,378,271

      人件費支出 2,569,539

      物件費等支出 2,686,978

      支払利息支出 82,237

      その他の支出 39,518

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 10,520,060


