
【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 16,126,968 固定負債 3,528,183

有形固定資産 11,331,283 地方債 2,861,249
事業用資産 7,038,783 長期未払金 -                

土地 119,940 退職手当引当金 666,934
立木竹 1,115,829 損失補償等引当金 -                
建物 14,753,262 その他 -                
建物減価償却累計額 -9,020,431 流動負債 827,753
工作物 76,522 1年内償還予定地方債 801,145
工作物減価償却累計額 -6,338 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 22,960
航空機 -                預り金 3,648
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 4,172,221
土地 30,946
建物 286,287
建物減価償却累計額 -227,077
工作物 14,092,096
工作物減価償却累計額 -10,010,030
その他 -                負債合計 4,355,937
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 17,743,853

物品 806,316 余剰分（不足分） -4,086,999
物品減価償却累計額 -686,038

無形固定資産 0
ソフトウェア -                
その他 0

投資その他の資産 4,795,685
投資及び出資金 71,320

有価証券 30,420
出資金 24,904
その他 15,996

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 7,967
長期貸付金 40,500
基金 3,367,019

減債基金 315,344
その他 3,051,675

その他 1,308,880
徴収不能引当金 -                

流動資産 1,885,822
現金預金 131,038
未収金 137,900
短期貸付金 -                
基金 1,616,885

財政調整基金 1,616,885
減債基金 -                

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

純資産合計 13,656,854

資産合計 18,012,791 負債及び純資産合計 18,012,791

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 4,548,000

業務費用 2,636,303
人件費 798,739

職員給与費 618,624
賞与等引当金繰入額 22,960
退職手当引当金繰入額 12,833
その他 144,322

物件費等 1,828,473
物件費 928,933
維持補修費 226,273
減価償却費 673,267
その他 -                

その他の業務費用 9,091
支払利息 6,569
徴収不能引当金繰入額 -                
その他 2,522

移転費用 1,911,697
補助金等 1,441,556
社会保障給付 152,687
他会計への繰出金 316,168
その他 1,286

経常収益 157,731
使用料及び手数料 131,071
その他 26,660

純経常行政コスト 4,390,269
【純行政コスト】

臨時損失 2,974
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 2,974
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 19,126
資産売却益 9,862
その他 9,264

純行政コスト 4,374,117

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 13,506,850 18,025,175 -4,518,325
純行政コスト（△） -4,374,117 -4,374,117
財源 4,519,573 4,519,573

税収等 3,126,457 3,126,457
国県等補助金 1,393,116 1,393,116

本年度差額 145,456 145,456
固定資産等の変動（内部変動） -285,870 285,870

有形固定資産等の増加 411,385 -411,385
有形固定資産等の減少 -676,241 676,241
貸付金・基金等の増加 312,153 -312,153
貸付金・基金等の減少 -333,167 333,167

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等 4,546 4,546
その他 2 2 -                
本年度純資産変動額 150,004 -281,322 431,326

本年度末純資産残高 13,656,854 17,743,853 -4,086,999

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 3,862,331

業務費用支出 1,950,634
人件費支出 786,337
物件費等支出 1,155,206
支払利息支出 6,569
その他の支出 2,522

移転費用支出 1,911,697
補助金等支出 1,441,556
社会保障給付支出 152,687
他会計への繰出支出 316,168
その他の支出 1,286

業務収入 4,329,835
税収等収入 3,126,882
国県等補助金収入 1,050,703
使用料及び手数料収入 131,232
その他の収入 21,018

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 467,504
【投資活動収支】

投資活動支出 709,929
公共施設等整備費支出 411,385
基金積立金支出 248,544
投資及び出資金支出 -                  
貸付金支出 50,000
その他の支出 -                  

投資活動収入 548,754
国県等補助金収入 205,204
基金取崩収入 258,224
貸付金元金回収収入 66,200
資産売却収入 19,126
その他の収入 -                  

投資活動収支合計 -161,175
【財務活動収支】

財務活動支出 695,180
地方債償還支出 695,180
その他の支出 -                  

財務活動収入 474,771
地方債発行収入 474,771
その他の収入 -                  

財務活動収支合計 -220,409
本年度資金収支額 85,920
前年度末資金残高 41,470
本年度末資金残高 127,389

前年度末歳計外現金残高 4,099
本年度歳計外現金増減額 -450
本年度末歳計外現金残高 3,648
本年度末現金預金残高 131,038

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


