
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 3年 3月31日現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,339,233 固定負債 5,785,198 

有形固定資産 9,838,117 地方債 4,329,083 
事業用資産 8,046,877 長期未払金 - 

土地 1,698,055 退職手当引当金 1,405,053 
立木竹 1,165 損失補償等引当金 - 
建物 15,372,090 その他 51,062 
建物減価償却累計額 △ 10,099,270 流動負債 626,157 
工作物 2,363,938 １年内償還予定地方債 548,076 
工作物減価償却累計額 △ 1,293,372 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 49,081 
航空機 - 預り金 5,385 
航空機減価償却累計額 - その他 23,615 
その他 - 6,411,355 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,271 固定資産等形成分 13,139,233 

インフラ資産 1,701,945 余剰分（不足分） △ 6,250,926 
土地 146,548 
建物 - 
建物減価償却累計額 - 
工作物 47,279,765 
工作物減価償却累計額 △ 45,774,962 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 50,594 

物品 749,391 
物品減価償却累計額 △ 660,096 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 2,501,116 
投資及び出資金 459,013 

有価証券 444 
出資金 86,910 
その他 371,659 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 36,823 
長期貸付金 - 
基金 1,976,754 

減債基金 380,000 
その他 1,596,754 

その他 30,000 
徴収不能引当金 △ 1,474 

流動資産 960,429 
現金預金 133,134 
未収金 27,295 
短期貸付金 - 
基金 800,000 

財政調整基金 800,000 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 - 
徴収不能引当金 - 6,888,307 

13,299,662 13,299,662 

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



【様式第２号】

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

（単位：千円）

金額

経常費用 6,157,037 

業務費用 3,295,536 

人件費 1,381,546 

職員給与費 874,343 

賞与等引当金繰入額 - 

退職手当引当金繰入額 269,437 

その他 237,765 

物件費等 1,879,646 

物件費 1,125,209 

維持補修費 179,929 

減価償却費 574,509 

その他 - 

その他の業務費用 34,344 

支払利息 14,428 

徴収不能引当金繰入額 - 

その他 19,916 

移転費用 2,861,501 

補助金等 2,244,520 

社会保障給付 339,267 

他会計への繰出金 273,025 

その他 4,690 

経常収益 203,440 

使用料及び手数料 85,340 

その他 118,100 

純経常行政コスト 5,953,597 

臨時損失 29,973 

災害復旧事業費 29,379 

資産除売却損 594 

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 2,010 

資産売却益 2,010 

その他 - 

純行政コスト 5,981,560 

科目



【様式第３号】

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

（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 6,631,364 12,701,356 △ 6,069,992 

純行政コスト（△） △ 5,981,560 △ 5,981,560 

財源 6,037,148 6,037,148 

税収等 4,258,752 4,258,752 

国県等補助金 1,778,396 1,778,396 

本年度差額 55,588 55,588 

固定資産等の変動（内部変動） 236,522 △ 236,522 

有形固定資産等の増加 268,251 △ 268,251 

有形固定資産等の減少 △ 578,185 578,185 

貸付金・基金等の増加 580,212 △ 580,212 

貸付金・基金等の減少 △ 33,755 33,755 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 201,355 201,355 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 256,943 437,877 △ 180,934 

本年度末純資産残高 6,888,307 13,139,233 △ 6,250,926 

科目 合計



【様式第４号】

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

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 5,308,633 

業務費用支出 2,447,131 
人件費支出 1,112,109 
物件費等支出 1,305,731 
支払利息支出 14,428 
その他の支出 14,863 

移転費用支出 2,861,501 
補助金等支出 2,244,520 
社会保障給付支出 339,267 
他会計への繰出支出 273,025 
その他の支出 4,690 

業務収入 5,298,993 
税収等収入 4,250,966 
国県等補助金収入 853,378 
使用料及び手数料収入 85,536 
その他の収入 109,112 

臨時支出 29,379 
災害復旧事業費支出 29,379 
その他の支出 - 

臨時収入 855,388 
業務活動収支 816,369 
【投資活動収支】

投資活動支出 831,652 
公共施設等整備費支出 267,218 
基金積立金支出 192,775 
投資及び出資金支出 371,659 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 90,647 
国県等補助金収入 69,630 
基金取崩収入 10,822 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 10,195 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 741,005 
【財務活動収支】

財務活動支出 538,985 
地方債償還支出 538,985 
その他の支出 - 

財務活動収入 476,900 
地方債発行収入 476,900 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 62,085 
本年度資金収支額 13,279 
前年度末資金残高 114,469 
本年度末資金残高 127,748 

前年度末歳計外現金残高 4,579 
本年度歳計外現金増減額 806 
本年度末歳計外現金残高 5,385 
本年度末現金預金残高 133,134 

科目


