
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 131,812,177 固定負債 34,629,813
有形固定資産 125,612,004 地方債 29,354,956
事業用資産 64,250,410 長期未払金 4
土地 21,307,961 退職手当引当金 3,190,836
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 71,851,812 その他 2,084,017
建物減価償却累計額 △ 31,539,591 流動負債 2,939,005
工作物 2,923,731 １年内償還予定地方債 2,441,214
工作物減価償却累計額 △ 457,764 未払金 175,783
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 278,993
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 43,015
その他 168,757 37,568,818
その他減価償却累計額 △ 12,724 【純資産の部】
建設仮勘定 8,228 固定資産等形成分 139,495,010

インフラ資産 59,381,099 余剰分（不足分） △ 32,976,673
土地 2,738,097 他団体出資等分 -
建物 1,098,263
建物減価償却累計額 △ 275,179
工作物 93,467,281
工作物減価償却累計額 △ 38,895,452
その他 128,066
その他減価償却累計額 △ 9,605
建設仮勘定 1,129,628

物品 4,092,172
物品減価償却累計額 △ 2,111,677

無形固定資産 9,789
ソフトウェア -
その他 9,789

投資その他の資産 6,190,384
投資及び出資金 1,765,399
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 3,723,608
減債基金 -
その他 3,723,608

その他 -
徴収不能引当金 △ 47,035

流動資産 12,274,978
現金預金 3,510,865
未収金 823,132
短期貸付金 -
基金 7,963,230
財政調整基金 4,220,522
減債基金 3,742,708

棚卸資産 1,714
その他 -
徴収不能引当金 △ 23,963

繰延資産 - 106,518,337
144,087,155 144,087,155

全体貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

資産合計 負債及び純資産合計

科　　　　　　目 科　　　　　　目

負債合計

純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 40,359,322
業務費用 19,779,074
人件費 4,129,289
職員給与費 3,425,248
賞与等引当金繰入額 259,012
退職手当引当金繰入額 -
その他 445,029

物件費等 8,563,720
物件費 4,772,089
維持補修費 73,069
減価償却費 3,660,083
その他 58,479

その他の業務費用 7,086,065
支払利息 213,362
徴収不能引当金繰入額 744,085
その他 6,128,618

移転費用 20,580,248
補助金等 16,426,012
社会保障給付 2,589,311
その他 1,564,925

経常収益 7,225,571
使用料及び手数料 961,796
その他 6,263,775

純経常行政コスト △ 33,133,751
臨時損失 5,677
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 5,677

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 33,139,428

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

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 119,190,949 151,994,773 △ 32,803,824 -
純行政コスト（△） △ 33,139,428 △ 33,139,428 -
財源 28,456,801 28,456,801 -
税収等 17,288,677 17,288,677 -
国県等補助金 11,168,124 11,168,124 -

本年度差額 △ 4,682,627 △ 4,682,627 -
固定資産の変動（内部変動） △ 5,537,791 5,537,791
有形固定資産等の増加 1,539,815 △ 1,539,815
有形固定資産等の減少 △ 3,713,247 3,713,247
貸付金・基金等の増加 1,530,653 △ 1,530,653
貸付金・基金等の減少 △ 4,895,012 4,895,012

資産評価差額 △ 6,961,973 △ 6,961,973
無償所管換等 - -
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 △ 1,028,012 △ 1,028,012
本年度純資産変動額 △ 12,672,612 △ 12,499,764 △ 172,848 -
本年度末純資産残高 106,518,337 139,495,009 △ 32,976,672 -

科　　　　　　　　　目

至　令和　３年　３月３１日

全体純資産変動計算書
自　令和　２年　４月　１日



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 36,169,194
業務費用支出 10,188,159
人件費支出 3,875,600
物件費等支出 5,276,320
支払利息支出 213,362
その他の支出 822,877

移転費用支出 25,981,035
補助金等支出 16,426,012
社会保障給付支出 2,589,311
他会計への繰出支出 1,461,753
その他の支出 5,503,959

業務収入 31,881,775
税収等収入 17,054,453
国県等補助金収入 9,657,179
使用料及び手数料収入 890,635
その他の収入 4,279,508

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 △ 3,439,226
【投資活動収支】
投資活動支出 2,833,539
公共施設等整備費支出 1,305,701
基金積立金支出 1,173,838
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 5,099,787
国県等補助金収入 219,538
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 2,266,248
【財務活動収支】
財務活動支出 2,384,567
地方債償還支出 2,384,331
その他の支出 236

財務活動収入 2,889,265
地方債発行収入 2,178,100
その他の収入 711,165

財務活動収支 504,698
本年度資金収支額 △ 668,280
前年度末資金残高 4,179,144
本年度末資金残高 3,510,864

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 3,510,864

至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目

全体資金収支計算書
自　令和　２年　４月　１日


