
【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 21,598,046   固定負債 2,255,348

    有形固定資産 19,089,024     地方債 2,255,348

      事業用資産 11,649,182     長期未払金 －

        土地 4,461,615     退職手当引当金 －

        立木竹 －     損失補償等引当金 －

        建物 15,990,123     その他 －

        建物減価償却累計額 △ 9,477,658   流動負債 351,095

        工作物 1,000,431     １年内償還予定地方債 283,093

        工作物減価償却累計額 △ 407,932     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 68,002

        航空機 －     預り金 －

        航空機減価償却累計額 －     その他 －

        その他 750,627 負債合計 2,606,443

        その他減価償却累計額 △ 729,684 【純資産の部】

        建設仮勘定 61,660   固定資産等形成分 22,574,817

      インフラ資産 7,203,173   余剰分（不足分） △ 2,285,839

        土地 1,380,859

        建物 3,749,450

        建物減価償却累計額 △ 799,272

        工作物 11,130,932

        工作物減価償却累計額 △ 8,298,153

        その他 －

        その他減価償却累計額 －

        建設仮勘定 39,357

      物品 706,088

      物品減価償却累計額 △ 469,418

    無形固定資産 92,473

      ソフトウェア 92,473

      その他 －

    投資その他の資産 2,416,548

      投資及び出資金 284,936

        有価証券 18,500

        出資金 266,436

        その他 －

      投資損失引当金 －

      長期延滞債権 12,246

      長期貸付金 26,842

      基金 2,092,664

        減債基金 474,164

        その他 1,618,501

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 141

  流動資産 1,297,376

    現金預金 312,019

    未収金 8,994

    短期貸付金 4,575

    基金 972,197

      財政調整基金 972,197

      減債基金 －

    棚卸資産 －

    その他 －

    徴収不能引当金 △ 409 純資産合計 20,288,978

資産合計 22,895,422 負債及び純資産合計 22,895,422

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 4,485,384

    業務費用 3,083,204

      人件費 1,050,435

        職員給与費 910,053

        賞与等引当金繰入額 68,002

        退職手当引当金繰入額 －

        その他 72,379

      物件費等 2,009,886

        物件費 1,332,870

        維持補修費 50,286

        減価償却費 626,730

        その他 －

      その他の業務費用 22,884

        支払利息 10,783

        徴収不能引当金繰入額 252

        その他 11,848

    移転費用 1,402,179

      補助金等 928,929

      社会保障給付 71,856

      他会計への繰出金 385,197

      その他 16,197

  経常収益 430,768

    使用料及び手数料 313,298

    その他 117,470

純経常行政コスト 4,054,615

  臨時損失 1,118

    災害復旧事業費 －

    資産除売却損 1,118

    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 －

    資産売却益 －

    その他 －

純行政コスト 4,055,733

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 19,613,972 21,680,085 △ 2,066,113

  純行政コスト（△） △ 4,055,733 △ 4,055,733

  財源 4,730,739 4,730,739

    税収等 2,232,632 2,232,632

    国県等補助金 2,498,106 2,498,106

  本年度差額 675,006 675,006

  固定資産等の変動（内部変動） 894,732 △ 894,732

    有形固定資産等の増加 1,420,739 △ 1,420,739

    有形固定資産等の減少 △ 627,847 627,847

    貸付金・基金等の増加 243,822 △ 243,822

    貸付金・基金等の減少 △ 141,981 141,981

  資産評価差額 － －

  無償所管換等 － －

  その他 － － －

  本年度純資産変動額 675,006 894,732 △ 219,727

本年度末純資産残高 20,288,978 22,574,817 △ 2,285,839

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 3,826,545

    業務費用支出 2,424,365

      人件費支出 1,019,025

      物件費等支出 1,394,557

      支払利息支出 10,783

      その他の支出 －

    移転費用支出 1,402,179

      補助金等支出 928,929

      社会保障給付支出 71,856

      他会計への繰出支出 385,197

      その他の支出 16,197

  業務収入 4,793,583

    税収等収入 2,225,925

    国県等補助金収入 2,135,680

    使用料及び手数料収入 313,329

    その他の収入 118,649

  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 967,038

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,658,606

    公共施設等整備費支出 1,420,739

    基金積立金支出 234,267

    投資及び出資金支出 －

    貸付金支出 3,600

    その他の支出 －

  投資活動収入 468,261

    国県等補助金収入 362,426

    基金取崩収入 102,692

    貸付金元金回収収入 3,143

    資産売却収入 －

    その他の収入 －

投資活動収支 △ 1,190,345

【財務活動収支】

  財務活動支出 213,460

    地方債償還支出 213,460

    その他の支出 －

  財務活動収入 498,400

    地方債発行収入 498,400

    その他の収入 －

財務活動収支 284,940

本年度資金収支額 61,633

前年度末資金残高 249,120

本年度末資金残高 310,753

前年度末歳計外現金残高 －

本年度歳計外現金増減額 1,266

本年度末歳計外現金残高 1,266

本年度末現金預金残高 312,019

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


