
【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 27,247,268   固定負債 3,507,902

    有形固定資産 24,606,872     地方債 3,507,902

      事業用資産 11,796,375     長期未払金 －

        土地 4,464,002     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 486,768

        工作物 1,232,234     １年内償還予定地方債 416,725

        工作物減価償却累計額 △ 494,929     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 70,043

        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 3,994,670

        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 28,224,040

      インフラ資産 12,558,967   余剰分（不足分） △ 3,671,776

        土地 1,384,659

        建物 4,276,584

        建物減価償却累計額 △ 825,007

        工作物 20,185,694

        工作物減価償却累計額 △ 12,539,857

        その他 17,411

        その他減価償却累計額 △ 17,411

        建設仮勘定 76,893

      物品 723,293

      物品減価償却累計額 △ 471,763

    無形固定資産 108,045

      ソフトウェア 108,045

      その他 －

    投資その他の資産 2,532,351

      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 15,443

      長期貸付金 26,842

      基金 2,205,403

        減債基金 474,164

        その他 1,731,239

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 273

  流動資産 1,299,666

    現金預金 312,078

    未収金 11,347

    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 △ 531 純資産合計 24,552,264

資産合計 28,546,934 負債及び純資産合計 28,546,934

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）

科目名 金額

  経常費用 5,176,116

    業務費用 3,773,831

      人件費 1,086,911

        職員給与費 942,136

        賞与等引当金繰入額 70,043

        退職手当引当金繰入額 －

        その他 74,731

      物件費等 2,637,490

        物件費 1,589,270

        維持補修費 56,136

        減価償却費 992,083

        その他 －

      その他の業務費用 49,431

        支払利息 37,028

        徴収不能引当金繰入額 281

        その他 12,122

    移転費用 1,402,285

      補助金等 1,309,836

      社会保障給付 71,856

      他会計への繰出金 －

      その他 20,592

  経常収益 560,859

    使用料及び手数料 412,772

    その他 148,088

純経常行政コスト 4,615,257

  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 4,616,374

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）

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 23,883,504 27,364,363 △ 3,480,860

  純行政コスト（△） △ 4,616,374 △ 4,616,374

  財源 5,285,134 5,285,134

    税収等 2,360,570 2,360,570

    国県等補助金 2,924,565 2,924,565

  本年度差額 668,760 668,760

  固定資産等の変動（内部変動） 859,676 △ 859,676

    有形固定資産等の増加 1,743,217 △ 1,743,217

    有形固定資産等の減少 △ 993,201 993,201

    貸付金・基金等の増加 254,750 △ 254,750

    貸付金・基金等の減少 △ 145,090 145,090

  資産評価差額 － －

  無償所管換等 － －

  その他 － － －

  本年度純資産変動額 668,760 859,676 △ 190,916

本年度末純資産残高 24,552,264 28,224,040 △ 3,671,776

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



【様式第4号】

（単位：千円）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,151,966

    業務費用支出 2,749,681

      人件費支出 1,055,841

      物件費等支出 1,656,812

      支払利息支出 37,028

      その他の支出 －

    移転費用支出 1,402,285

      補助金等支出 1,309,836

      社会保障給付支出 71,856

      他会計への繰出支出 －

      その他の支出 20,592

  業務収入 5,289,888

    税収等収入 2,353,172

    国県等補助金収入 2,374,344

    使用料及び手数料収入 412,769

    その他の収入 149,603

  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 1,137,922

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,989,007

    公共施設等整備費支出 1,743,217

    基金積立金支出 242,190

    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 656,056

    国県等補助金収入 550,221

    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 △ 1,332,951

【財務活動収支】

  財務活動支出 297,802

    地方債償還支出 297,802

    その他の支出 －

  財務活動収入 543,500

    地方債発行収入 543,500

    その他の収入 －

財務活動収支 245,698

本年度資金収支額 50,669

前年度末資金残高 260,143

本年度末資金残高 310,812

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 312,078

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


