
（単位：千円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 429,590,900 固定負債 201,452,000

有形固定資産 422,855,296 地方債 182,843,176

事業用資産 281,593,550 長期未払金 9,082

土地 191,804,962 退職手当引当金 17,107,821

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 201,843,586 その他 1,491,920

建物減価償却累計額 △ 119,514,802 流動負債 21,353,478

工作物 34,347,602 1年内償還予定地方債 18,202,259

工作物減価償却累計額 △ 30,590,159 未払金 5,435

船舶 - 未払費用 173,624

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 1,695,412

航空機 - 預り金 343,588

航空機減価償却累計額 - その他 933,160

その他 - 222,805,478

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 3,702,361 固定資産等形成分 433,250,356

インフラ資産 137,226,823 余剰分（不足分） △ 219,889,577

土地 85,924,912

建物 27,137,055

建物減価償却累計額 △ 17,318,776

工作物 214,438,944

工作物減価償却累計額 △ 174,502,337

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 1,547,024

物品 11,878,734

物品減価償却累計額 △ 7,843,810

無形固定資産 114,109

ソフトウェア 114,109

その他 -

投資その他の資産 6,621,496

投資及び出資金 1,056,530

有価証券 605,073

出資金 451,457

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 3,237,039

長期貸付金 109,291

基金 2,424,096

減債基金 125,490

その他 2,298,606

その他 -

徴収不能引当金 △ 205,461

流動資産 6,575,357

現金預金 2,092,853

未収金 824,437

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 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,389 213,360,779

436,166,257 436,166,257

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１号】

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）

経常費用

業務費用

人件費 　

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

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

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額

前年度末純資産残高

本年度末純資産残高

- - -

213,360,779 433,250,356 △ 219,889,577

4,570,408 5,522,078 △ 951,670

208,790,371 427,728,278 △ 218,937,907

△ 3,110 △ 3,110

1,214,822 1,214,822

4,037,041 △ 4,037,041

△ 314,874 314,874

13,854,627 △ 13,854,627

△ 13,266,429 13,266,429

3,358,695 3,358,695

4,310,365 △ 4,310,365

78,351,063 78,351,063

78,972,493 78,972,493

1,674 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

157,323,556 157,323,556

153,964,860 △ 153,964,860

-

-

-

金額

656,549

654,875

2,268,077

153,704,475

916,934

-

916,934

1,973,919

2,234,329

919,185

159,623

1,155,521

91,289,825

48,061,814

32,290,299

8,140,069

2,797,642

4,241,996

-

157,946,471

66,656,646

25,902,320

20,206,865

1,695,412

1,331,861

2,668,182

38,519,998

24,993,244

2,361,622

11,165,132

【様式第２号】

一般会計等　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 147,488,273

業務費用支出 56,198,448

人件費支出 26,910,399

物件費等支出 27,354,865

支払利息支出 960,882

その他の支出 972,301

移転費用支出 91,289,825

補助金等支出 48,061,814

社会保障給付支出 32,290,299

他会計への繰出支出 8,140,069

その他の支出 2,797,642

業務収入 116,267,562

税収等収入 77,958,041

国県等補助金収入 34,198,299

使用料及び手数料収入 1,990,339

その他の収入 2,120,884

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 40,328,477

業務活動収支 9,107,766

【投資活動収支】

投資活動支出 17,043,524

公共施設等整備費支出 13,820,178

基金積立金支出 2,312,300

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 5,795,458

国県等補助金収入 4,445,717

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 1,049,503

その他の収入 -

投資活動収支 △ 11,248,066

【財務活動収支】

財務活動支出 17,860,997

地方債償還支出 17,022,455

その他の支出 838,542

財務活動収入 20,876,838

地方債発行収入 19,442,200

その他の収入 1,434,638

財務活動収支 3,015,841

875,541

873,724

1,749,265

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 2,092,853

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


