
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 93,952,607 ※ 固定負債 43,392,769 ※

有形固定資産 86,844,404 ※ 地方債 36,373,850

事業用資産 61,672,291 ※ 長期未払金 183,771

土地 52,680,653 退職手当引当金 6,482,087

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 36,571,704 その他 353,062

建物減価償却累計額 △ 27,689,628 流動負債 4,974,525

工作物 142,286 1年内償還予定地方債 3,819,432

工作物減価償却累計額 △ 33,823 未払金 5,229

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 611,495

航空機 - 預り金 538,369

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 48,367,294

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 1,100 固定資産等形成分 97,326,682

インフラ資産 25,030,348 ※ 余剰分（不足分） △ 44,550,191

土地 17,042,861

建物 97,948

建物減価償却累計額 △ 80,924

工作物 29,844,733

工作物減価償却累計額 △ 23,636,602

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 1,762,333

物品 979,729

物品減価償却累計額 △ 837,964

無形固定資産 -

ソフトウェア -

その他 -

投資その他の資産 7,108,203 ※

投資及び出資金 114,723

有価証券 300

出資金 114,423

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 555,475

長期貸付金 -

基金 6,506,932

減債基金 18,298

その他 6,488,634

その他 -

徴収不能引当金 △ 68,928

流動資産 7,191,178

現金預金 3,538,968

未収金 281,819

短期貸付金 0

基金 3,374,075

財政調整基金 3,374,075

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 3,684 52,776,491

101,143,785 101,143,785

※ 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。

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 69,031,521
業務費用 23,753,409

人件費 9,004,802
職員給与費 5,763,328
賞与等引当金繰入額 611,495
退職手当引当金繰入額 842,084
その他 1,787,895

物件費等 13,906,432
物件費 11,545,854
維持補修費 1,267,512
減価償却費 1,093,066
その他 0

その他の業務費用 842,175
支払利息 218,453
徴収不能引当金繰入額 72,612
その他 551,110

移転費用 45,278,112
補助金等 25,534,456
社会保障給付 13,926,981
他会計への繰出金 5,670,627
その他 146,048

経常収益 2,848,814
使用料及び手数料 983,198
その他 1,865,616

純経常行政コスト △ 66,182,707
臨時損失 15,714

災害復旧事業費 -
資産除売却損 1,324
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 14,390

臨時利益 137,910
資産売却益 137,910
その他 -

純行政コスト △ 66,060,512 ※

※ 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



【様式第３号】

（単位：千円）

前年度末純資産残高 49,244,933 94,471,632 △ 45,226,699

純行政コスト（△） △ 66,060,512 △ 66,060,512

財源 67,602,470 67,602,470

税収等 30,575,363 30,575,363

国県等補助金 37,027,107 37,027,107

本年度差額 1,541,958 1,541,958

固定資産等の変動（内部変動） 865,450 △ 865,450

有形固定資産等の増加 1,768,950 △ 1,768,950

有形固定資産等の減少 △ 1,457,623 1,457,623

貸付金・基金等の増加 2,455,640 △ 2,455,640

貸付金・基金等の減少 △ 1,901,517 1,901,517

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,989,600 1,989,600

その他 - - -

本年度純資産変動額 3,531,558 2,855,050 676,508

本年度末純資産残高 52,776,491 97,326,682 △ 44,550,191

※ 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）



【様式第４号】

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 67,419,070

業務費用支出 22,140,958
人件費支出 8,558,030
物件費等支出 12,813,365
支払利息支出 218,453
その他の支出 551,110

移転費用支出 45,278,112
補助金等支出 25,534,456
社会保障給付支出 13,926,981
他会計への繰出支出 5,670,627
その他の支出 146,048

業務収入 70,294,952 ※

税収等収入 30,531,879
国県等補助金収入 36,999,779
使用料及び手数料収入 983,095
その他の収入 1,780,198

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 2,875,882
【投資活動収支】

投資活動支出 3,904,275
公共施設等整備費支出 1,448,635
基金積立金支出 2,440,340
投資及び出資金支出 300
貸付金支出 15,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,134,723 ※

国県等補助金収入 27,328
基金取崩収入 1,886,517
貸付金元金回収収入 15,000
資産売却収入 205,879
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,769,552
【財務活動収支】

財務活動支出 3,825,788
地方債償還支出 3,781,076
その他の支出 44,712

財務活動収入 3,476,715
地方債発行収入 3,476,715
その他の収入 -

財務活動収支 △ 349,073
757,257

2,154,826
2,912,083

前年度末歳計外現金残高 698,548
本年度歳計外現金増減額 △ 71,663
本年度末歳計外現金残高 626,885
本年度末現金預金残高 3,538,968

※ 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


