
（単位：千円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 610,902,309 固定負債 346,767,429

有形固定資産 577,049,539 地方債 233,723,739

事業用資産 288,207,266 長期未払金 12,538

土地 193,771,642 退職手当引当金 18,388,812

立木竹 732 損失補償等引当金 -

建物 208,001,992 その他 94,642,339

建物減価償却累計額 △ 121,076,688 流動負債 29,437,252

工作物 34,428,920 1年内償還予定地方債 23,297,340

工作物減価償却累計額 △ 30,623,063 未払金 1,589,536

船舶 - 未払費用 173,624

船舶減価償却累計額 - 前受金 19,575

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,850,742

航空機 - 預り金 1,142,595

航空機減価償却累計額 - その他 1,363,839

その他 - 376,204,680

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 3,703,730 固定資産等形成分 614,561,764

インフラ資産 284,642,616 余剰分（不足分） △ 361,090,234

土地 91,677,133 他団体出資等分 -

建物 32,326,988

建物減価償却累計額 △ 19,679,642

工作物 417,165,580

工作物減価償却累計額 △ 245,558,253

その他 22,516,916

その他減価償却累計額 △ 16,375,650

建設仮勘定 2,569,543

物品 12,506,570

物品減価償却累計額 △ 8,306,913

無形固定資産 24,046,256

ソフトウェア 168,707

その他 23,877,549

投資その他の資産 9,806,514

投資及び出資金 1,059,705

有価証券 605,073

出資金 454,632

その他 -

長期延滞債権 3,826,569

長期貸付金 109,291

基金 5,424,676

減債基金 125,490

その他 5,299,186

その他 -

徴収不能引当金 △ 613,727

流動資産 18,773,902

現金預金 10,999,206

未収金 3,730,325

短期貸付金 18,960

基金 3,640,495

財政調整基金 3,640,495

減債基金 -

棚卸資産 14,778

その他 442,498

徴収不能引当金 △ 72,360

繰延資産 - 253,471,530

629,676,211 629,676,211

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

全体貸借対照表

（令和3年3月31日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

経常費用 238,284,813

業務費用 83,539,301

人件費 27,833,050

職員給与費 21,307,580

賞与等引当金繰入額 1,833,052

退職手当引当金繰入額 1,398,448

その他 3,293,970

物件費等 48,633,966

物件費 26,447,726

維持補修費 2,689,861

減価償却費 18,343,744

その他 1,152,635

その他の業務費用 7,072,285

支払利息 1,499,575

徴収不能引当金繰入額 397,277

その他 5,175,433

移転費用 154,745,513

補助金等 119,642,028

社会保障給付 32,304,048

その他 2,799,436

経常収益 22,054,716

使用料及び手数料 13,414,804

その他 8,639,911

純経常行政コスト 216,230,098

臨時損失 932,770

災害復旧事業費 -

資産除売却損 916,934

損失補償等引当金繰入額 -

その他 15,836

臨時利益 880,896

資産売却益 862,719

その他 18,177 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト 216,281,972 △ 216,281,972 -

財源 221,420,679 221,420,679 -

税収等 104,349,907 104,349,907 -

国県等補助金 117,070,773 117,070,773 -

本年度差額 5,138,707 5,138,707 -

固定資産等の変動（内部変動） 783,033 △ 783,033

有形固定資産等の増加 17,481,531 △ 17,481,531

有形固定資産等の減少 △ 20,973,379 20,973,379

貸付金・基金等の増加 5,227,590 △ 5,227,590

貸付金・基金等の減少 △ 952,708 952,708

資産評価差額 △ 3,110 △ 3,110

無償所管換等 1,214,822 1,214,822

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 18,922 - 18,922

本年度純資産変動額 6,369,342 1,994,745 4,374,597 -

前年度末純資産残高 247,102,188 612,567,019 △ 365,464,831 -

本年度末純資産残高 253,471,530 614,561,764 △ 361,090,234 -

【様式第２号】

全体行政コスト及び純資産変動計算書
自　令和２年　４月　１日

至　令和３年　３月３１日

科目

金額



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 223,647,432

業務費用支出 68,901,919

人件費支出 28,804,237

物件費等支出 30,279,372

支払利息支出 1,570,985

その他の支出 8,247,325

移転費用支出 154,745,513

補助金等支出 119,642,028

社会保障給付支出 32,304,048

その他の支出 2,799,436

業務収入 197,720,102

税収等収入 103,557,373

国県等補助金収入 72,249,810

使用料及び手数料収入 12,756,390

その他の収入 9,156,529

臨時支出 15,836

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 15,836

臨時収入 40,344,981

業務活動収支 14,401,814

【投資活動収支】

投資活動支出 20,355,358

公共施設等整備費支出 16,581,938

基金積立金支出 2,862,373

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 911,047

その他の支出 -

投資活動収入 7,586,758

国県等補助金収入 5,313,623

基金取崩収入 263,278

貸付金元金回収収入 36,959

資産売却収入 1,261,603

その他の収入 711,294

投資活動収支 △ 12,768,601

【財務活動収支】

財務活動支出 23,433,679

地方債償還支出 21,953,594

その他の支出 1,480,085

財務活動収入 23,507,938

地方債発行収入 22,073,300

その他の収入 1,434,638

財務活動収支 74,259

1,707,473

8,948,146

-

10,655,618

前年度末歳計外現金残高 358,269

本年度歳計外現金増減額 △ 14,682

本年度末歳計外現金残高 343,588

本年度末現金預金残高 10,999,206

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

全体資金収支計算書
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


