
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 254,057,216 固定負債 54,920,197
有形固定資産 233,452,040 地方債 49,391,728

事業用資産 116,937,817 長期未払金 26,214
土地 71,162,332 退職手当引当金 5,282,076
立木竹  - 損失補償等引当金  -
建物 104,329,348 その他 220,179
建物減価償却累計額 △ 63,793,122 流動負債 7,031,949
工作物 8,375,778 1年内償還予定地方債 4,823,470
工作物減価償却累計額 △ 7,245,650 未払金 1,260,217
船舶  - 未払費用  -
船舶減価償却累計額  - 前受金 62,440
浮標等  - 前受収益  -
浮標等減価償却累計額  - 賞与等引当金 442,017
航空機  - 預り金 426,246
航空機減価償却累計額  - その他 17,559
その他  - 負債合計 61,952,146
その他減価償却累計額  - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,109,132 固定資産等形成分 259,663,295

インフラ資産 109,472,865 余剰分（不足分） △ 51,159,878
土地 25,273,554
建物 8,493,636
建物減価償却累計額 △ 1,129,784
工作物 167,536,747
工作物減価償却累計額 △ 91,010,679
その他 23,362
その他減価償却累計額  -
建設仮勘定 286,029

物品 15,080,449
物品減価償却累計額 △ 8,039,090

無形固定資産 12,921
ソフトウェア 6,610
その他 6,311

投資その他の資産 20,592,254
投資及び出資金 722,388

有価証券 95,985
出資金 626,403
その他  -

投資損失引当金  -
長期延滞債権 369,887
長期貸付金 17,635
基金 19,379,302

減債基金 3,768,160
その他 15,611,142

その他 137,820
徴収不能引当金 △ 34,777

流動資産 16,398,348
現金預金 9,757,621
未収金 1,073,900
短期貸付金 2,730
基金 5,584,951

財政調整基金 5,147,498
減債基金 437,453

棚卸資産 4,837
その他  -
徴収不能引当金 △ 25,691

繰延資産  - 純資産合計 208,503,417
資産合計 270,455,563 負債及び純資産合計 270,455,563

※ 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。

全体貸借対照表
（令和  3  年  3  月  31  日 現在）



自　令和  2  年  4  月  1  日
至　令和  3  年  3  月  31  日

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 70,441,327
業務費用 27,623,410

人件費 7,564,833
職員給与費 5,767,597
賞与等引当金繰入額 463,033
退職手当引当金繰入額 158,249
その他 1,175,953

物件費等 18,637,910
物件費 10,756,614
維持補修費 651,896
減価償却費 7,229,400
その他  -

その他の業務費用 1,420,667
支払利息 439,687
徴収不能引当金繰入額 31,543
その他 949,437

移転費用 42,817,916
補助金等 36,368,277
社会保障給付 6,442,859
他会計への繰出金  -
その他 6,781

経常収益 6,943,227
使用料及び手数料 5,314,124
その他 1,629,103

純経常行政コスト △ 63,498,099
臨時損失 9,961

災害復旧事業費  -
資産除売却損 5,201
投資損失引当金繰入額  -
損失補償等引当金繰入額  -
その他 4,760

臨時利益 106,787
資産売却益 106,507
その他 281

純行政コスト △ 63,401,273

※ 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。

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

（単位：千円）
科目 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 206,840,830 259,512,161 △ 52,671,331

純行政コスト（△） △ 63,401,273 △ 63,401,273

財源 64,888,188 64,888,188

税収等 39,909,969 39,909,969

国県等補助金 24,978,218 24,978,218

本年度差額 1,486,914 1,486,914

固定資産等の変動（内部変動） 343,169 △ 343,169

有形固定資産等の増加 7,614,500 △ 7,614,500

有形固定資産等の減少 △ 8,996,352 8,996,352

貸付金・基金等の増加 4,592,743 △ 4,592,743

貸付金・基金等の減少 △ 2,867,722 2,867,722

資産評価差額 △ 14,152 △ 14,152

無償所管換等 △ 177,882 △ 177,882

その他 367,708  - 367,708

本年度純資産変動額 1,662,587 151,134 1,511,453

本年度末純資産残高 208,503,417 259,663,295 △ 51,159,878

※ 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。

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

（単位：千円）
科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 62,836,761

業務費用支出 20,011,109
人件費支出 7,415,111
物件費等支出 11,495,172
支払利息支出 439,687
その他の支出 661,139

移転費用支出 42,825,652
補助金等支出 36,376,012
社会保障給付支出 6,442,859
他会計への繰出支出  -
その他の支出 6,781

業務収入 69,463,966
税収等収入 39,615,388
国県等補助金収入 22,563,842
使用料及び手数料収入 5,317,226
その他の収入 1,967,510

臨時支出 282
災害復旧事業費支出  -
その他の支出 282

臨時収入  -
業務活動収支 6,626,923
【投資活動収支】

投資活動支出 10,584,447
公共施設等整備費支出 7,461,813
基金積立金支出 3,011,837
投資及び出資金支出  -
貸付金支出 63,960
その他の支出 46,837

投資活動収入 5,652,454
国県等補助金収入 2,431,324
基金取崩収入 2,691,318
貸付金元金回収収入 66,690
資産売却収入 125,673
その他の収入 337,449

投資活動収支 △ 4,931,993
【財務活動収支】

財務活動支出 4,707,020
地方債償還支出 4,702,547
その他の支出 4,473

財務活動収入 5,058,266
地方債発行収入 5,058,266
その他の収入  -

財務活動収支 351,246
2,046,176
7,286,200
9,332,375

前年度末歳計外現金残高 352,650
本年度歳計外現金増減額 72,597
本年度末歳計外現金残高 425,246
本年度末現金預金残高 9,757,621

※ 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。

全体資金収支計算書

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高


