
【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 16,967,720 固定負債 5,805,260

有形固定資産 14,909,833 地方債 4,741,595
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 1,063,665
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 552,713
工作物 -                1年内償還予定地方債 485,234
工作物減価償却累計額 -                未払金 8,297
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 41,616
航空機 -                預り金 17,566
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 4,776,166
土地 29,203
建物 883,420
建物減価償却累計額 -320,150
工作物 9,884,071
工作物減価償却累計額 -5,714,269
その他 -                負債合計 6,357,973
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 13,890 固定資産等形成分 17,538,580

物品 1,223,717 余剰分（不足分） -6,056,168
物品減価償却累計額 -672,412 他団体出資等分 -               

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

投資その他の資産 2,057,887
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 56,172
長期貸付金 66,069
基金 1,672,078

減債基金 121,571
その他 1,550,507

その他 -                
徴収不能引当金 -3,998

流動資産 872,665
現金預金 170,734
未収金 80,519
短期貸付金 -                
基金 623,034

財政調整基金 623,034
その他 -                

棚卸資産 179
その他 -                
徴収不能引当金 -1,802

純資産合計 11,482,412
資産合計 17,840,385 負債及び純資産合計 17,840,385

科目 科目

全体貸借対照表
(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 4,209,211

業務費用 2,698,982
人件費 1,201,189

職員給与費 545,419
賞与等引当金繰入額 1,841
退職手当引当金繰入額 522,624
その他 131,306

物件費等 1,443,963
物件費 595,724
維持補修費 148,385
減価償却費 699,854
その他 -                

その他の業務費用 53,830
支払利息 42,504
徴収不能引当金繰入額 5,060
その他 6,266

移転費用 1,510,229
補助金等 1,073,034
社会保障給付 428,727
他会計への繰出金 -                
その他 8,468

経常収益 454,169
使用料及び手数料 283,194
その他 170,976

純経常行政コスト 3,755,042
【純行政コスト】

臨時損失 3,537
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 3,537
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 3,758,249

科目

全体行政コスト計算書
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 12,328,996 17,707,459 -5,378,463 -                
純行政コスト（△） -3,758,249 -3,758,249 -                
財源 2,887,354 2,887,354 -                

税収等 2,030,571 2,030,571 -                
国県等補助金 856,783 856,783 -                

本年度差額 -870,895 -870,895 -                
固定資産等の変動（内部変動） -168,879 168,879

有形固定資産等の増加 1,053,143 -1,053,143
有形固定資産等の減少 -851,742 851,742
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 -                 -                
他団体出資等分の増加 -                 -                
他団体出資等分の減少 -                 -                
その他 24,312 -                24,312
本年度純資産変動額 -846,583 -168,879 -677,705 -                

本年度末純資産残高 11,482,412 17,538,580 -6,056,168 -                

他団体出資等分

全体純資産変動計算書
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）
金額

【業務活動収支】
業務支出 2,974,879

業務費用支出 1,464,650
人件費支出 676,724
物件費等支出 740,400
支払利息支出 42,504
その他の支出 5,021

移転費用支出 1,510,229
補助金等支出 1,073,034
社会保障給付支出 428,727
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 8,468

業務収入 3,333,490
税収等収入 2,025,574
国県等補助金収入 856,783
使用料及び手数料収入 282,393
その他の収入 168,740

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 358,611
【投資活動収支】

投資活動支出 955,060
公共施設等整備費支出 907,177
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 -531,695
【財務活動収支】

財務活動支出 475,580
地方債償還支出 410,895
その他の支出 64,685

財務活動収入 672,566
地方債発行収入 597,899
その他の収入 74,667

財務活動収支合計 196,986
本年度資金収支額 23,902
前年度末資金残高 129,275
本年度末資金残高 153,177

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 170,734

科目

全体資金収支計算書
自令和 2年4月 1日
至令和 3年3月31日


