
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 132,255,476 ※ 固定負債 55,295,967

有形固定資産 126,124,524 地方債 51,659,121
事業用資産 71,751,515 長期未払金 -

土地 34,924,888 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 82,803,138 その他 12,869
建物減価償却累計額 △ 48,489,656 流動負債 7,822,406 ※

工作物 5,843,820 1年内償還予定地方債 5,926,962
工作物減価償却累計額 △ 4,097,200 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 536,098
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 - 63,118,373
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 133,483,518

インフラ資産 53,521,034 ※ 余剰分（不足分） △ 59,106,583
土地 14,387,721
建物 2,352,517
建物減価償却累計額 △ 921,370
工作物 104,084,003
工作物減価償却累計額 △ 67,993,592
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,611,754

物品 3,557,593
物品減価償却累計額 △ 2,705,617

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 6,120,713 ※

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 1,319,433
長期貸付金 127,571
基金 2,750,069

減債基金 364,161
その他 2,385,908

その他 -
徴収不能引当金 △ 154,638

流動資産 5,239,832
現金預金 3,532,418
未収金 543,013
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 74,376,934 ※

137,495,307 ※ 137,495,307

※ 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 70,593,364
業務費用 25,853,966 ※

人件費 9,347,059 ※

職員給与費 7,485,457
賞与等引当金繰入額 536,098
退職手当引当金繰入額 △ 77,512
その他 1,403,017

物件費等 15,330,437
物件費 10,704,728
維持補修費 685,839
減価償却費 3,939,870
その他 -

その他の業務費用 1,176,470
支払利息 277,557
徴収不能引当金繰入額 183,942
その他 714,971

移転費用 44,739,397
補助金等 30,727,003
社会保障給付 10,261,279
他会計への繰出金 3,290,664
その他 460,451

経常収益 718,346
使用料及び手数料 336,938
その他 381,408

純経常行政コスト △ 69,875,018
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 △ 70,097,447

※ 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 75,323,406 127,061,023 △ 51,737,617

純行政コスト（△） △ 70,097,447 △ 70,097,447

財源 69,337,956 ※ 69,337,956 ※

税収等 35,677,328 35,677,328

国県等補助金 33,660,629 33,660,629

本年度差額 △ 759,491 △ 759,491

固定資産等の変動（内部変動） 6,609,475 △ 6,609,475

有形固定資産等の増加 23,620,545 △ 23,620,545

有形固定資産等の減少 △ 16,022,419 16,022,419

貸付金・基金等の増加 6,184,510 △ 6,184,510

貸付金・基金等の減少 △ 7,173,161 7,173,161

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 △ 946,471 6,422,495 △ 7,368,966

本年度末純資産残高 74,376,934 ※ 133,483,518 △ 59,106,583

※ 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 66,523,066

業務費用支出 21,783,669
人件費支出 9,425,728
物件費等支出 11,404,603
支払利息支出 277,557
その他の支出 675,781

移転費用支出 44,739,397
補助金等支出 30,727,003
社会保障給付支出 10,261,279
他会計への繰出支出 3,290,664
その他の支出 460,451

業務収入 67,497,603 ※

税収等収入 35,469,911
国県等補助金収入 31,292,308
使用料及び手数料収入 342,051
その他の収入 393,334

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 818,477
【投資活動収支】

投資活動支出 15,648,693
公共施設等整備費支出 11,586,349
基金積立金支出 552,654
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 3,509,690
その他の支出 -

投資活動収入 7,253,046
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 3,516,900
資産売却収入 146,579
その他の収入 -

投資活動収支 △ 8,395,648 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 5,357,346

地方債償還支出 5,357,346
その他の支出 -

財務活動収入 13,739,300
地方債発行収入 13,739,300
その他の収入 -

財務活動収支 8,381,954
804,783

1,378,367
2,183,150

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 3,532,418

※ 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


