
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 47,613,864   固定負債 10,500,067

    有形固定資産 45,963,021     地方債 9,075,932

      事業用資産 24,272,531     長期未払金 －

        土地 7,069,782     退職手当引当金 1,333,171

        立木竹 －     損失補償等引当金 －

        建物 31,405,332     その他 90,964

        建物減価償却累計額 △ 15,095,340   流動負債 1,122,787

        工作物 1,951,721     １年内償還予定地方債 946,298

        工作物減価償却累計額 △ 1,096,340     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 100,849

        航空機 －     預り金 －

        航空機減価償却累計額 －     その他 75,640

        その他 － 負債合計 11,622,854

        その他減価償却累計額 － 【純資産の部】

        建設仮勘定 37,375   固定資産等形成分 47,920,295

      インフラ資産 21,158,608   余剰分（不足分） △ 11,391,038

        土地 1,189,252

        建物 2,260,447

        建物減価償却累計額 △ 1,853,599

        工作物 30,496,817

        工作物減価償却累計額 △ 10,941,289

        その他 －

        その他減価償却累計額 －

        建設仮勘定 6,980

      物品 1,552,297

      物品減価償却累計額 △ 1,020,414

    無形固定資産 236,562

      ソフトウェア 236,562

      その他 －

    投資その他の資産 1,414,281

      投資及び出資金 58,780

        有価証券 38,025

        出資金 20,755

        その他 －

      投資損失引当金 －

      長期延滞債権 38,728

      長期貸付金 269,862

      基金 1,052,897

        減債基金 280,776

        その他 772,121

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 5,985

  流動資産 538,246

    現金預金 220,274

    未収金 13,488

    短期貸付金 3,385

    基金 303,045

      財政調整基金 303,045

      減債基金 －

    棚卸資産 －

    その他 －

    徴収不能引当金 △ 1,947 純資産合計 36,529,256

資産合計 48,152,110 負債及び純資産合計 48,152,110

貸借対照表
（令和　3　年　3　月　31　日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

科目名 金額

  経常費用 8,387,991

    業務費用 6,115,785

      人件費 1,364,995

        職員給与費 1,174,860

        賞与等引当金繰入額 100,849

        退職手当引当金繰入額 －

        その他 89,286

      物件費等 4,671,546

        物件費 2,546,659

        維持補修費 131,098

        減価償却費 1,990,884

        その他 2,905

      その他の業務費用 79,244

        支払利息 35,426

        徴収不能引当金繰入額 6,927

        その他 36,890

    移転費用 2,272,207

      補助金等 1,467,313

      社会保障給付 296,822

      他会計への繰出金 477,053

      その他 31,019

  経常収益 417,721

    使用料及び手数料 222,393

    その他 195,327

純経常行政コスト 7,970,271

  臨時損失 80,053

    災害復旧事業費 －

    資産除売却損 80,053

    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 4,104

    資産売却益 4,104

    その他 －

純行政コスト 8,046,220

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）

科目名 合計
固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 36,210,406 47,786,335 △ 11,575,930

  純行政コスト（△） △ 8,046,220 △ 8,046,220

  財源 8,358,636 8,358,636

    税収等 3,670,306 3,670,306

    国県等補助金 4,688,330 4,688,330

  本年度差額 312,416 312,416

  固定資産等の変動（内部変動） 127,524 △ 127,524

    有形固定資産等の増加 2,613,501 △ 2,613,501

    有形固定資産等の減少 △ 2,082,395 2,082,395

    貸付金・基金等の増加 195,026 △ 195,026

    貸付金・基金等の減少 △ 598,607 598,607

  資産評価差額 6,435 6,435

  無償所管換等 － －

  その他 － － －

  本年度純資産変動額 318,851 133,959 184,891

本年度末純資産残高 36,529,256 47,920,295 △ 11,391,038

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）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,381,694

    業務費用支出 4,109,487

      人件費支出 1,357,720

      物件費等支出 2,716,341

      支払利息支出 35,426

      その他の支出 －

    移転費用支出 2,272,207

      補助金等支出 1,467,313

      社会保障給付支出 296,822

      他会計への繰出支出 477,053

      その他の支出 31,019

  業務収入 8,068,149

    税収等収入 3,670,198

    国県等補助金収入 4,014,757

    使用料及び手数料収入 222,848

    その他の収入 160,346

  臨時支出 －

    災害復旧事業費支出 －

    その他の支出 －

  臨時収入 －

業務活動収支 1,686,455

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,702,604

    公共施設等整備費支出 2,602,043

    基金積立金支出 72,421

    投資及び出資金支出 －

    貸付金支出 28,140

    その他の支出 －

  投資活動収入 1,175,825

    国県等補助金収入 673,573

    基金取崩収入 475,126

    貸付金元金回収収入 23,022

    資産売却収入 4,104

    その他の収入 －

投資活動収支 △ 1,526,779

【財務活動収支】

  財務活動支出 941,655

    地方債償還支出 826,354

    その他の支出 115,302

  財務活動収入 894,001

    地方債発行収入 894,001

    その他の収入 －

財務活動収支 △ 47,654

本年度資金収支額 112,022

前年度末資金残高 108,252

本年度末資金残高 220,274

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 220,274

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


