
【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 20,842,243 固定負債 6,471,191

有形固定資産 15,710,886 地方債 3,533,505
事業用資産 7,361,882 長期未払金 -                

土地 126,104 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 15,241,380 その他 2,270,752
建物減価償却累計額 -9,191,614 流動負債 939,835
工作物 76,522 1年内償還予定地方債 886,270
工作物減価償却累計額 -6,338 未払金 20,692
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 29,224
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 8,049,637
土地 42,604
建物 680,930
建物減価償却累計額 -421,193
工作物 20,413,738
工作物減価償却累計額 -12,725,618
その他 -                負債合計 7,411,026
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 59,176 固定資産等形成分 22,459,128

物品 1,895,076 余剰分（不足分） -7,030,358
物品減価償却累計額 -1,595,709 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 5,131,357
投資及び出資金 249,557

有価証券 30,420
出資金 203,141
その他 15,996

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 11,573
長期貸付金 40,500
基金 3,520,848

減債基金 315,344
その他 3,205,504

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

流動資産 1,997,552
現金預金 211,718
未収金 168,950
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 15,428,770
資産合計 22,839,796 負債及び純資産合計 22,839,796

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 5,785,709

業務費用 3,300,439
人件費 964,860

職員給与費 758,085
賞与等引当金繰入額 29,225
退職手当引当金繰入額 12,833
その他 164,718

物件費等 2,292,638
物件費 1,190,340
維持補修費 252,292
減価償却費 850,006
その他 -                

その他の業務費用 42,940
支払利息 15,355
徴収不能引当金繰入額 -                
その他 27,586

移転費用 2,485,270
補助金等 1,441,556
社会保障給付 1,042,428
他会計への繰出金 -                
その他 1,286

経常収益 512,563
使用料及び手数料 435,233
その他 77,330

純経常行政コスト 5,273,146
【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 19,138
資産売却益 9,862
その他 9,276

純行政コスト 5,256,981

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 15,214,050 22,801,799 -7,587,749 -               
純行政コスト（△） -5,256,981 -5,256,981 -               
財源 5,347,167 5,347,167 -               

税収等 3,411,282 3,411,282 -               
国県等補助金 1,935,885 1,935,885 -               

本年度差額 90,186 90,186 -               
固定資産等の変動（内部変動） -347,219 347,219

有形固定資産等の増加 513,486 -513,486
有形固定資産等の減少 -853,239 853,239
貸付金・基金等の増加 333,805 -333,805
貸付金・基金等の減少 -341,271 341,271

資産評価差額 -                 -               
無償所管換等 4,546 4,546
他団体出資等分の増加 -                 -               
他団体出資等分の減少 -                 -               
その他 119,988 2 119,986
本年度純資産変動額 214,720 -342,671 557,391 -               

本年度末純資産残高 15,428,770 22,459,128 -7,030,358 -               

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 4,931,656

業務費用支出 2,446,386
人件費支出 952,384
物件費等支出 1,451,062
支払利息支出 15,355
その他の支出 27,586

移転費用支出 2,485,270
補助金等支出 1,441,556
社会保障給付支出 1,042,428
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 1,286

業務収入 5,471,549
税収等収入 3,411,710
国県等補助金収入 1,588,649
使用料及び手数料収入 222,547
その他の収入 248,642

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

臨時収入 6
国県等補助金収入 -                
その他の収入 6

業務活動収支合計 539,899
【投資活動収支】

投資活動支出 906,242
公共施設等整備費支出 589,032
基金積立金支出 266,590
投資及び出資金支出 -                
貸付金支出 50,400
その他の支出 220

投資活動収入 570,391
国県等補助金収入 221,475
基金取崩収入 262,321
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 1,269

投資活動収支合計 -335,852
【財務活動収支】

財務活動支出 783,258
地方債償還支出 783,258
その他の支出 -                

財務活動収入 610,196
地方債発行収入 539,704
その他の収入 70,492

財務活動収支合計 -173,062
本年度資金収支額 30,985
前年度末資金残高 177,084
比例連結割合変更に伴う差額 -                
本年度末資金残高 208,069

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 211,718

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


