
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,262,369 固定負債 4,974,881

有形固定資産 11,336,506 地方債 3,925,786
事業用資産 9,582,362 長期未払金 -                

土地 1,469,022 退職手当引当金 1,049,095
立木竹 -                損失補償等引当金 -                
建物 25,155,294 その他 -                
建物減価償却累計額 -17,041,954 流動負債 420,949
工作物 -                1年内償還予定地方債 362,556
工作物減価償却累計額 -                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 40,836
航空機 -                預り金 17,557
航空機減価償却累計額 -                その他 -                
その他 -                
その他減価償却累計額 -                
建設仮勘定 -                

インフラ資産 1,673,587
土地 20,954
建物 10,035
建物減価償却累計額 -8,724
工作物 5,808,598
工作物減価償却累計額 -4,157,275
その他 -                負債合計 5,395,830
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 -                固定資産等形成分 13,840,353

物品 153,175 余剰分（不足分） -5,191,553
物品減価償却累計額 -72,619

無形固定資産 -                
ソフトウェア -                
その他 -                

投資その他の資産 1,925,863
投資及び出資金 267,566

有価証券 115
出資金 267,451
その他 -                

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 48,086
長期貸付金 66,069
基金 1,547,178

減債基金 121,571
その他 1,425,607

その他 -                
徴収不能引当金 -3,036

流動資産 782,262
現金預金 135,376
未収金 25,459
短期貸付金 -                
基金 623,034

財政調整基金 623,034
その他 -                

棚卸資産 -                
その他 -                
徴収不能引当金 -1,607

純資産合計 8,648,800
資産合計 14,044,631 負債及び純資産合計 14,044,631

科目 科目

一般会計等貸借対照表
(令和3年3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：千円）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 4,082,146

業務費用 2,490,147
人件費 1,164,959

職員給与費 516,347
賞与等引当金繰入額 1,841
退職手当引当金繰入額 515,465
その他 131,306

物件費等 1,298,809
物件費 556,283
維持補修費 133,477
減価償却費 609,049
その他 -                

その他の業務費用 26,380
支払利息 16,300
徴収不能引当金繰入額 4,643
その他 5,437

移転費用 1,591,998
補助金等 1,061,406
社会保障給付 282,735
他会計への繰出金 247,377
その他 480

経常収益 281,163
使用料及び手数料 173,714
その他 107,449

純経常行政コスト 3,800,983
【純行政コスト】

臨時損失 3,060
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 3,060
投資損失引当金繰入額 -                
損失補償等引当金繰入額 -                
その他 -                

臨時利益 330
資産売却益 -                
その他 330

純行政コスト 3,803,713

科目

一般会計等行政コスト計算書
自令和 2年4月 1日
至令和 3年3月31日



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰金
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 9,523,704 13,978,620 -4,454,916
純行政コスト（△） -3,803,713 -3,803,713
財源 2,916,295 2,916,295

税収等 2,059,911 2,059,911
国県等補助金 856,384 856,384

本年度差額 -887,418 -887,418
固定資産等の変動（内部変動） -138,267 138,267

有形固定資産等の増加 992,473 -992,473
有形固定資産等の減少 -760,460 760,460
貸付金・基金等の増加 48,620 -48,620
貸付金・基金等の減少 -418,900 418,900

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等 -                  -                
その他 12,514 -                12,514
本年度純資産変動額 -874,904 -138,267 -736,637

本年度末純資産残高 8,648,800 13,840,353 -5,191,553

科目 合計

一般会計等純資産変動計算書
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）
金額

【業務活動収支】
業務支出 2,949,781

業務費用支出 1,357,782
人件費支出 647,653
物件費等支出 689,760
支払利息支出 16,300
その他の支出 4,069

移転費用支出 1,591,998
補助金等支出 1,061,406
社会保障給付支出 282,735
他会計への繰出支出 247,377
その他の支出 480

業務収入 3,186,145
税収等収入 2,054,252
国県等補助金収入 856,384
使用料及び手数料収入 170,290
その他の収入 105,218

臨時支出 -                 
災害復旧事業費支出 -                 
その他の支出 -                 

臨時収入 -                 
国県等補助金収入 -                 
その他の収入 -                 

業務活動収支合計 236,364
【投資活動収支】

投資活動支出 894,390
公共施設等整備費支出 846,507
基金積立金支出 32,133
投資及び出資金支出 -                 
貸付金支出 15,750
その他の支出 -                 

投資活動収入 423,365
国県等補助金収入 -                 
基金取崩収入 404,900
貸付金元金回収収入 15,750
資産売却収入 2,715
その他の収入 -                 

投資活動収支合計 -471,025
【財務活動収支】

財務活動支出 330,873
地方債償還支出 330,873
その他の支出 -                 

財務活動収入 583,899
地方債発行収入 583,899
その他の収入 -                 

財務活動収支合計 253,026
本年度資金収支額 18,365
前年度末資金残高 99,454
本年度末資金残高 117,819

前年度末歳計外現金残高 17,692
本年度歳計外現金増減額 -135
本年度末歳計外現金残高 17,557
本年度末現金預金残高 135,376

科目

一般会計等資金収支計算書
自令和 2年4月 1日
至令和 3年3月31日


