
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 140,396,101 ※ 固定負債 58,064,841

有形固定資産 131,404,116 ※ 地方債 54,427,995
事業用資産 75,868,265 ※ 長期未払金 -

土地 34,936,649 退職手当引当金 3,614,968
立木竹 - 損失補償等引当金 9,009
建物 86,735,157 その他 12,869
建物減価償却累計額 △ 48,962,494 流動負債 8,059,018
工作物 6,662,711 1年内償還予定地方債 6,162,997
工作物減価償却累計額 △ 4,270,282 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 536,674
航空機 - 預り金 1,349,268
航空機減価償却累計額 - その他 10,079
その他 - 66,123,859
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 766,525 固定資産等形成分 141,624,143

インフラ資産 54,678,230 ※ 余剰分（不足分） △ 62,038,940
土地 14,641,019
建物 2,463,654
建物減価償却累計額 △ 967,480
工作物 104,957,438
工作物減価償却累計額 △ 68,059,656
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,643,254

物品 3,564,782
物品減価償却累計額 △ 2,707,162

無形固定資産 10,238
ソフトウェア 10,238
その他 -

投資その他の資産 8,981,747
投資及び出資金 2,078,277

有価証券 -
出資金 2,078,277
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,319,590
長期貸付金 2,938,421
基金 2,800,098 ※

減債基金 364,161
その他 2,435,936

その他 -
徴収不能引当金 △ 154,638

流動資産 5,312,961 ※

現金預金 3,605,417
未収金 543,142
短期貸付金 25,361
基金 1,202,681

財政調整基金 1,202,681
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 63,641 79,585,203

145,709,062 145,709,062

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 70,887,972
業務費用 26,171,651

人件費 9,352,504 ※

職員給与費 7,490,324
賞与等引当金繰入額 536,674
退職手当引当金繰入額 △ 77,512
その他 1,403,017

物件費等 15,616,606
物件費 10,744,322
維持補修費 691,049
減価償却費 4,181,235
その他 -

その他の業務費用 1,202,542
支払利息 302,939
徴収不能引当金繰入額 183,942
その他 715,661

移転費用 44,716,321
補助金等 30,747,172
社会保障給付 10,261,279
他会計への繰出金 3,246,956
その他 460,914

経常収益 799,435
使用料及び手数料 391,941
その他 407,494

純経常行政コスト △ 70,088,537
臨時損失 369,008

災害復旧事業費 320,656
資産除売却損 48,352
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 146,579
資産売却益 146,579
その他 -

純行政コスト △ 70,310,966

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 80,739,829 135,754,717 △ 55,014,888

純行政コスト（△） △ 70,310,966 △ 70,310,966

財源 69,343,321 69,343,321

税収等 35,682,692 35,682,692

国県等補助金 33,660,629 33,660,629

本年度差額 △ 967,646 ※ △ 967,646 ※

固定資産等の変動（内部変動） 6,056,406 △ 6,056,406

有形固定資産等の増加 23,653,244 △ 23,653,244

有形固定資産等の減少 △ 16,263,784 16,263,784

貸付金・基金等の増加 6,409,393 △ 6,409,393

貸付金・基金等の減少 △ 7,742,447 7,742,447

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 186,980 △ 186,980

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,154,626 5,869,426 △ 7,024,052

本年度末純資産残高 79,585,203 141,624,143 △ 62,038,940

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 66,576,056 ※

業務費用支出 21,859,734 ※

人件費支出 9,430,917
物件費等支出 11,449,407
支払利息支出 302,939
その他の支出 676,470

移転費用支出 44,716,321
補助金等支出 30,747,172
社会保障給付支出 10,261,279
他会計への繰出支出 3,246,956
その他の支出 460,914

業務収入 67,584,100 ※

税収等収入 35,475,275
国県等補助金収入 31,292,308
使用料及び手数料収入 397,098
その他の収入 419,420

臨時支出 320,656
災害復旧事業費支出 320,656
その他の支出 -

臨時収入 164,596
業務活動収支 851,985 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 15,881,398

公共施設等整備費支出 11,619,048
基金積立金支出 552,660
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 3,709,690
その他の支出 -

投資活動収入 7,797,427
国県等補助金収入 2,203,725
基金取崩収入 1,385,842
貸付金元金回収収入 4,061,281
資産売却収入 146,579
その他の収入 -

投資活動収支 △ 8,083,970 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 5,934,858

地方債償還支出 5,934,858
その他の支出 -

財務活動収入 13,970,800
地方債発行収入 13,970,800
その他の収入 -

財務活動収支 8,035,942
803,957

1,452,193
2,256,150

前年度末歳計外現金残高 1,388,349
本年度歳計外現金増減額 △ 39,082
本年度末歳計外現金残高 1,349,268 ※

本年度末現金預金残高 3,605,417 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

科目 金額

本年度資金収支額


