
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 113,593,796 固定負債 24,589,255
有形固定資産 108,244,600 地方債 21,398,415
事業用資産 57,631,665 長期未払金 4
土地 21,258,141 退職手当引当金 3,190,836
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 63,587,642 その他 -
建物減価償却累計額 △ 29,840,708 リース債務 -
工作物 2,918,226 その他固定負債 -
工作物減価償却累計額 △ 455,897 流動負債 2,234,066
船舶 - １年内償還予定地方債 1,974,314
船舶減価償却累計額 - 地方債 1,358,762
浮標等 - 臨時財政対策債 615,552
浮標等減価償却累計額 - 未払金 6,800
航空機 - 未払費用 -
航空機減価償却累計額 - 前受金 -
その他 168,757 前受収益 -
その他減価償却累計額 △ 12,724 賞与等引当金 253,690
建設仮勘定 8,228 預り金 -

インフラ資産 50,434,357 その他 △ 738
土地 2,425,457 26,823,320
建物 860,820 【純資産の部】
建物減価償却累計額 △ 159,933 固定資産等形成分 121,374,636
工作物 81,076,117 余剰分（不足分） △ 24,086,544
工作物減価償却累計額 △ 34,459,908
その他 128,066
その他減価償却累計額 △ 9,605
建設仮勘定 573,342

物品 1,228,573
物品減価償却累計額 △ 1,049,995

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 5,349,196
投資及び出資金 1,765,400
有価証券 154,520
出資金 1,610,879
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 136,012
長期貸付金 612,400
基金 2,876,787
減債基金 -
その他 2,876,787

その他 -
徴収不能引当金 △ 41,402

流動資産 10,517,616
現金預金 2,067,632
未収金 553,150
短期貸付金 -
基金 7,916,852
財政調整基金 4,174,143
減債基金 3,742,708

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 20,017 97,288,092

124,111,413 124,111,413資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計

一般会計等貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 30,205,484
業務費用 18,152,531
人件費 3,715,909
職員給与費 3,060,660
賞与等引当金繰入額 253,690
退職手当引当金繰入額 -
その他 401,559

物件費等 7,496,757
物件費 4,401,119
維持補修費 26,418
減価償却費 3,065,199
その他 4,021

その他の業務費用 6,939,866
支払利息 110,655
徴収不能引当金繰入額 743,596
その他 6,085,615

移転費用 12,052,953
補助金等 7,915,617
社会保障給付 2,588,197
他会計への繰出金 1,446,974
その他 102,165

経常収益 3,145,016
使用料及び手数料 310,082
その他 2,834,933

純経常行政コスト △ 27,060,468
臨時損失 3
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 3

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 27,060,471

一般会計等行政コスト計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）

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 110,039,795 134,768,272 △ 24,728,477
純行政コスト（△） △ 27,060,471 △ 27,060,471
財源 22,178,675 22,178,675
税収等 12,752,372 12,752,372
国県等補助金 9,426,303 9,426,303

本年度差額 △ 4,881,796 △ 4,881,796
固定資産の変動（内部変動） △ 6,442,066 6,442,066
有形固定資産等の増加 13,288 △ 13,288
有形固定資産等の減少 △ 3,065,199 3,065,199
貸付金・基金等の増加 1,504,857 △ 1,504,857
貸付金・基金等の減少 △ 4,895,012 4,895,012

資産評価差額 △ 6,951,570 △ 6,951,570
無償所管換等 - -
その他 △ 918,337 △ 918,337
本年度純資産変動額 △ 12,751,703 △ 13,393,636 641,933
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 97,288,092 121,374,636 △ 24,086,544

一般会計等純資産変動計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 25,439,052
業務費用支出 8,018,124
人件費支出 3,462,219
物件費等支出 4,445,250
支払利息支出 110,655
その他の支出 -

移転費用支出 17,420,929
補助金等支出 7,915,617
社会保障給付支出 2,588,197
他会計への繰出支出 1,446,974
その他の支出 5,470,141

業務収入 21,640,716
税収等収入 12,633,388
国県等補助金収入 7,915,358
使用料及び手数料収入 238,921
その他の収入 853,049

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 848,193
業務活動収支 △ 2,950,144
【投資活動収支】
投資活動支出 1,515,329
公共施設等整備費支出 13,288
基金積立金支出 1,148,041
投資及び出資金支出 20,000
貸付金支出 334,000
その他の支出 -

投資活動収入 5,099,786
国県等補助金収入 219,537
基金取崩収入 4,417,188
貸付金元金回収収入 404,711
資産売却収入 58,350
その他の収入 -

投資活動収支 3,584,458
【財務活動収支】
財務活動支出 1,934,263
地方債償還支出 1,934,027
その他の支出 236

財務活動収入 1,725,600
地方債発行収入 1,725,600
その他の収入 -

財務活動収支 △ 208,663
本年度資金収支額 425,651
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 1,641,980
本年度末資金残高 2,067,632

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 2,067,632

一般会計等資金収支計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


