
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 15,692,014   固定負債 4,411,321

    有形固定資産 15,059,772     地方債 3,826,468

      事業用資産 5,590,826     長期未払金 -

        土地 3,145,088     退職手当引当金 573,843

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,789,236     その他 11,010

        建物減価償却累計額 -7,618,197   流動負債 608,504

        工作物 1,050,697     １年内償還予定地方債 506,257

        工作物減価償却累計額 -789,659     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 50,512

        航空機 -     預り金 31,586

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,148

        その他 - 負債合計 5,019,825

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,660   固定資産等形成分 16,074,895

      インフラ資産 9,243,219   余剰分（不足分） -4,799,993

        土地 506,613

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 33,619,471

        工作物減価償却累計額 -24,916,074

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33,210

      物品 560,868

      物品減価償却累計額 -335,141

    無形固定資産 54,866

      ソフトウェア 54,866

      その他 -

    投資その他の資産 577,376

      投資及び出資金 105,472

        有価証券 2,044

        出資金 103,428

        その他 -

      投資損失引当金 -59,247

      長期延滞債権 5,500

      長期貸付金 -

      基金 525,916

        減債基金 38,334

        その他 487,582

      その他 -

      徴収不能引当金 -265

  流動資産 602,713

    現金預金 139,822

    未収金 80,099

    短期貸付金 -

    基金 382,881

      財政調整基金 382,881

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -88 純資産合計 11,274,902

資産合計 16,294,727 負債及び純資産合計 16,294,727

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

会計：一般会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 3,462,809

    業務費用 2,320,652

      人件費 676,518

        職員給与費 515,631

        賞与等引当金繰入額 50,512

        退職手当引当金繰入額 2,472

        その他 107,902

      物件費等 1,618,482

        物件費 689,911

        維持補修費 13,893

        減価償却費 913,428

        その他 1,249

      その他の業務費用 25,653

        支払利息 17,372

        徴収不能引当金繰入額 270

        その他 8,012

    移転費用 1,142,157

      補助金等 389,044

      社会保障給付 242,287

      他会計への繰出金 507,828

      その他 2,997

  経常収益 122,090

    使用料及び手数料 37,333

    その他 84,758

純経常行政コスト 3,340,719

  臨時損失 439,265

    災害復旧事業費 6,353

    資産除売却損 20,912

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 412,000

  臨時利益 1,950

    資産売却益 1,950

    その他 -

純行政コスト 3,778,034
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【様式第3号】

会計：一般会計 （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 11,305,332 16,387,435 -5,082,104

  純行政コスト（△） -3,778,034 -3,778,034

  財源 3,747,599 3,747,599

    税収等 2,527,153 2,527,153

    国県等補助金 1,220,447 1,220,447

  本年度差額 -30,435 -30,435

  固定資産等の変動（内部変動） -312,546 312,546

    有形固定資産等の増加 490,163 -490,163

    有形固定資産等の減少 -931,634 931,634

    貸付金・基金等の増加 186,114 -186,114

    貸付金・基金等の減少 -57,190 57,190

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5 5

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -30,429 -312,540 282,111

本年度末純資産残高 11,274,902 16,074,895 -4,799,993

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
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【様式第4号】

会計：一般会計 （単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,553,622

    業務費用支出 1,411,465

      人件費支出 681,051

      物件費等支出 705,054

      支払利息支出 17,372

      その他の支出 7,989

    移転費用支出 1,142,157

      補助金等支出 389,044

      社会保障給付支出 242,287

      他会計への繰出支出 507,828

      その他の支出 2,997

  業務収入 3,212,740

    税収等収入 2,527,894

    国県等補助金収入 572,228

    使用料及び手数料収入 37,341

    その他の収入 75,278

  臨時支出 428,899

    災害復旧事業費支出 6,353

    その他の支出 422,546

  臨時収入 412,000

業務活動収支 642,219

【投資活動収支】

  投資活動支出 653,494

    公共施設等整備費支出 482,726

    基金積立金支出 170,767

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 218,247

    国県等補助金収入 158,417

    基金取崩収入 50,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 9,790

    その他の収入 40

投資活動収支 -435,247

【財務活動収支】

  財務活動支出 521,731

    地方債償還支出 493,482

    その他の支出 28,248

  財務活動収入 401,847

    地方債発行収入 401,847

    その他の収入 -

財務活動収支 -119,884

本年度資金収支額 87,088

前年度末資金残高 21,148

本年度末資金残高 108,236

前年度末歳計外現金残高 18,525

本年度歳計外現金増減額 13,060

本年度末歳計外現金残高 31,586

本年度末現金預金残高 139,822
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