
【様式第１号】

貸借対照表
（令和 4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 12,305,126 固定負債 5,596,283 

有形固定資産 9,172,570 地方債 4,222,825 
事業用資産 7,412,796 長期未払金 - 

土地 1,591,743 退職手当引当金 1,320,108 
立木竹 0 損失補償等引当金 - 
建物 14,364,747 その他 53,350 
建物減価償却累計額 △ 9,539,722 流動負債 658,633 
工作物 2,351,406 １年内償還予定地方債 589,158 
工作物減価償却累計額 △ 1,381,694 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 44,574 
航空機 - 預り金 4,579 
航空機減価償却累計額 - その他 20,322 
その他 - 6,254,916 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 26,315 固定資産等形成分 13,267,131 

インフラ資産 1,697,243 余剰分（不足分） △ 6,082,318 
土地 87,451 
建物 - 
建物減価償却累計額 - 
工作物 47,368,095 
工作物減価償却累計額 △ 45,861,103 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 102,800 

物品 825,724 
物品減価償却累計額 △ 763,193 

無形固定資産 - 
ソフトウェア - 
その他 - 

投資その他の資産 3,132,555 
投資及び出資金 858,480 

有価証券 444 
出資金 81,910 
その他 776,126 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 35,330 
長期貸付金 - 
基金 2,226,733 

減債基金 428,000 
その他 1,798,733 

その他 30,000 
徴収不能引当金 △ 17,987 

流動資産 1,134,603 
現金預金 120,630 
未収金 15,075 
短期貸付金 - 
基金 905,000 

財政調整基金 905,000 
減債基金 - 

棚卸資産 - 
その他 93,899 
徴収不能引当金 - 7,184,813 

13,439,729 13,439,729 

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 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

（単位：千円）

金額

経常費用 5,304,915 

業務費用 3,210,456 

人件費 1,143,991 

職員給与費 890,099 

賞与等引当金繰入額 - 

退職手当引当金繰入額 19,450 

その他 234,442 

物件費等 1,952,504 

物件費 1,277,819 

維持補修費 122,584 

減価償却費 552,100 

その他 - 

その他の業務費用 113,962 

支払利息 10,482 

徴収不能引当金繰入額 16,513 

その他 86,967 

移転費用 2,094,459 

補助金等 1,495,853 

社会保障給付 338,173 

他会計への繰出金 258,565 

その他 1,868 

経常収益 306,902 

使用料及び手数料 90,942 

その他 215,960 

純経常行政コスト 4,998,013 

臨時損失 19,767 

災害復旧事業費 5,365 

資産除売却損 14,402 

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 22,477 

資産売却益 22,477 

その他 - 

純行政コスト 4,995,303 

科目



【様式第３号】

純資産変動計算書
自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4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 6,888,307 13,139,233 △ 6,250,926 

純行政コスト（△） △ 4,995,303 △ 4,995,303 

財源 5,412,945 5,412,945 

税収等 4,486,436 4,486,436 

国県等補助金 926,509 926,509 

本年度差額 417,642 417,642 

固定資産等の変動（内部変動） 442,748 △ 442,748 

有形固定資産等の増加 290,922 △ 290,922 

有形固定資産等の減少 △ 640,613 640,613 

貸付金・基金等の増加 865,462 △ 865,462 

貸付金・基金等の減少 △ 73,022 73,022 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 △ 314,850 △ 314,850 

その他 - - - 

本年度純資産変動額 102,792 127,898 △ 25,106 

本年度末純資産残高 6,991,098 13,267,131 △ 6,276,032 

科目 合計



【様式第４号】

資金収支計算書
自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

（単位：千円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 4,644,380 

業務費用支出 2,549,921 
人件費支出 1,124,541 
物件費等支出 1,400,403 
支払利息支出 10,482 
その他の支出 14,496 

移転費用支出 2,094,459 
補助金等支出 1,495,853 
社会保障給付支出 338,173 
他会計への繰出支出 258,565 
その他の支出 1,868 

業務収入 5,466,183 
税収等収入 4,493,782 
国県等補助金収入 734,536 
使用料及び手数料収入 88,723 
その他の収入 149,142 

臨時支出 5,365 
災害復旧事業費支出 5,365 
その他の支出 - 

臨時収入 132,000 
業務活動収支 948,438 
【投資活動収支】

投資活動支出 1,054,917 
公共施設等整備費支出 225,156 
基金積立金支出 425,294 
投資及び出資金支出 404,467 
貸付金支出 - 
その他の支出 - 

投資活動収入 110,111 
国県等補助金収入 59,973 
基金取崩収入 14,316 
貸付金元金回収収入 - 
資産売却収入 35,822 
その他の収入 - 

投資活動収支 △ 944,806 
【財務活動収支】

財務活動支出 548,076 
地方債償還支出 548,076 
その他の支出 - 

財務活動収入 482,900 
地方債発行収入 482,900 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 65,176 
本年度資金収支額 △ 61,544 
前年度末資金残高 182,174 
本年度末資金残高 120,630 

前年度末歳計外現金残高 - 
本年度歳計外現金増減額 - 
本年度末歳計外現金残高 - 
本年度末現金預金残高 120,630 

科目


