
【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 91,668,331   固定負債 13,203,045

    有形固定資産 86,921,696     地方債 12,223,856

      事業用資産 19,573,357     長期未払金 -

        土地 2,063,560     退職手当引当金 979,189

        立木竹 3,796,424     損失補償等引当金 -

        建物 23,135,796     その他 -

        建物減価償却累計額 -14,490,185   流動負債 1,856,497

        工作物 7,370,582     １年内償還予定地方債 1,634,741

        工作物減価償却累計額 -2,505,079     未払金 -

        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 139,296

        航空機 -     預り金 82,460

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,059,543

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 174,830   固定資産等形成分 97,739,736

      インフラ資産 65,715,573   余剰分（不足分） -13,838,026

        土地 510,923

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 188,539,533

        工作物減価償却累計額 -123,725,305

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 390,423

      物品 2,928,116

      物品減価償却累計額 -1,295,350

    無形固定資産 114,370

      ソフトウェア 114,370

      その他 -

    投資その他の資産 4,632,265

      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 28,533

      長期貸付金 711,978

      基金 3,853,815

        減債基金 -

        その他 3,853,815

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,332

  流動資産 7,292,922

    現金預金 1,215,694

    未収金 6,016

    短期貸付金 5,100

    基金 6,066,305

      財政調整基金 3,706,007

      減債基金 2,360,298

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -193 純資産合計 83,901,710

資産合計 98,961,253 負債及び純資産合計 98,961,253

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 金額

  経常費用 12,383,421

    業務費用 9,117,246

      人件費 1,950,821

        職員給与費 1,684,539

        賞与等引当金繰入額 139,296

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 126,985

      物件費等 7,097,712

        物件費 1,867,261

        維持補修費 365,890

        減価償却費 4,864,561

        その他 -

      その他の業務費用 68,714

        支払利息 51,526

        徴収不能引当金繰入額 1,095

        その他 16,093

    移転費用 3,266,175

      補助金等 1,906,776

      社会保障給付 329,337

      他会計への繰出金 1,017,482

      その他 12,580

  経常収益 565,388

    使用料及び手数料 363,533

    その他 201,855

純経常行政コスト 11,818,033

  臨時損失 142,149

    災害復旧事業費 129,596

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 12,553

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 191

純行政コスト 11,954,384

    その他 -

  臨時利益 5,799

    資産売却益 5,608



【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 86,269,930 100,426,569 -14,156,639

  純行政コスト（△） -11,954,384 -11,954,384

  財源 9,674,864 9,674,864

    税収等 6,987,178 6,987,178

    国県等補助金 2,687,686 2,687,686

  本年度差額 -2,279,519 -2,279,519

  固定資産等の変動（内部変動） -2,598,581 2,598,581

    有形固定資産等の増加 1,990,116 -1,990,116

    有形固定資産等の減少 -4,864,712 4,864,712

    貸付金・基金等の増加 697,999 -697,999

    貸付金・基金等の減少 -421,984 421,984

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -53,252 -53,252

  その他 -35,448 -35,000 -448

  本年度純資産変動額 -2,368,220 -2,686,833 318,613

本年度末純資産残高 83,901,710 97,739,736 -13,838,026

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）

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 7,516,192

    業務費用支出 4,250,017

      人件費支出 1,949,922

      物件費等支出 2,233,150

      支払利息支出 51,526

      その他の支出 15,418

    移転費用支出 3,266,175

      補助金等支出 1,906,776

      社会保障給付支出 329,337

      他会計への繰出支出 1,017,482

      その他の支出 12,580

  業務収入 9,600,483

    税収等収入 6,987,647

    国県等補助金収入 2,096,989

    使用料及び手数料収入 362,954

    その他の収入 152,892

  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 1,954,696

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,679,894

    公共施設等整備費支出 1,990,116

    基金積立金支出 675,798

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,980

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,000,944

    国県等補助金収入 590,697

    基金取崩収入 389,629

    貸付金元金回収収入 11,587

    資産売却収入 9,031

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,678,950

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,708,384

    地方債償還支出 1,708,384

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,250,617

    地方債発行収入 1,250,617

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 1,215,694

    その他の収入 -

財務活動収支 -457,767

本年度資金収支額 -182,021

前年度末資金残高 1,315,255

本年度末資金残高 1,133,234


