
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,435,165 固定負債 6,615,629
有形固定資産 13,229,897 地方債等 5,917,029
事業用資産 1,494,243 長期未払金 △ 3,941
土地 - 退職手当引当金 717,141
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 63,407 その他 △ 14,600
建物減価償却累計額 △ 13,855 流動負債 784,193
工作物 874,831 １年内償還予定地方債等 528,214
工作物減価償却累計額 △ 463,035 未払金 18,339
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 378,650
浮標等 - 前受収益 △ 189,252
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 48,242
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 7,399,822
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 15,185,529

インフラ資産 11,434,031 余剰分（不足分） △ 3,499,666
土地 720,077 他団体出資等分 -

建物 6,310,781

建物減価償却累計額 △ 3,223,313

工作物 19,312,050

工作物減価償却累計額 △ 12,540,643

その他 12,629

その他減価償却累計額 △ 9,853

建設仮勘定 852,304

物品 616,521

物品減価償却累計額 △ 314,899

無形固定資産 24,623

ソフトウェア 24,623

その他 -

投資その他の資産 180,645

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

長期延滞債権 1,226

長期貸付金 △ 9,782

基金 165,934

減債基金 468

その他 165,466

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 5,650,520

現金預金 1,176,479

未収金 407,280

短期貸付金 -

基金 1,545,271

財政調整基金 878,252

減債基金 667,019

棚卸資産 △ 24,006

その他 2,546,134

徴収不能引当金 △ 638

繰延資産 - 11,685,863

19,085,685 19,085,685

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

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,093,200
業務費用 2,619,832
人件費 1,029,557
職員給与費 940,496
賞与等引当金繰入額 26,358
退職手当引当金繰入額 -
その他 62,703

物件費等 1,539,836
物件費 750,668
維持補修費 157,991
減価償却費 594,404
その他 36,774

その他の業務費用 50,438
支払利息 30,725
徴収不能引当金繰入額 -
その他 19,714

移転費用 1,473,369
補助金等 1,231,264
社会保障給付 234,781
その他 3,960

経常収益 654,845
使用料及び手数料 371,831
その他 283,014

純経常行政コスト 3,438,355
臨時損失 4,354
災害復旧事業費 -
資産除売却損 4,354
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 180
資産売却益 180
その他 -

純行政コスト 3,442,530

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 11,478,672 15,120,236 △ 3,641,563 -
純行政コスト（△） △ 3,442,530 △ 3,442,530 -
財源 3,649,720 3,649,720 -
税収等 2,518,349 2,518,349 -
国県等補助金 1,131,371 1,131,371 -

本年度差額 207,191 207,191 -
固定資産の変動（内部変動） 65,293 △ 65,293
有形固定資産等の増加 655,812 △ 655,812
有形固定資産等の減少 △ 594,988 594,988
貸付金・基金等の増加 154,538 △ 154,538
貸付金・基金等の減少 △ 150,069 150,069

資産評価差額 - -
無償所管換等 0 0
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 - -
本年度純資産変動額 207,191 65,293 141,897 -
本年度末純資産残高 11,685,863 15,185,529 △ 3,499,666 -

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

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,566,594
業務費用支出 2,093,225
人件費支出 1,029,557
物件費等支出 1,019,924
支払利息支出 30,725
その他の支出 13,019

移転費用支出 1,473,369
補助金等支出 1,231,264
社会保障給付支出 234,781
その他の支出 3,960

業務収入 3,859,259
税収等収入 2,517,666
国県等補助金収入 686,644
使用料及び手数料収入 371,935
その他の収入 283,014

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 283,887
業務活動収支 576,552
【投資活動収支】
投資活動支出 810,350
公共施設等整備費支出 655,812
基金積立金支出 134,538
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 20,000
その他の支出 -

投資活動収入 320,789
国県等補助金収入 160,841
基金取崩収入 130,067
貸付金元金回収収入 20,002
資産売却収入 9,879
その他の収入 -

投資活動収支 △ 489,561
【財務活動収支】
財務活動支出 428,935
地方債等償還支出 424,069
その他の支出 4,866

財務活動収入 512,949
地方債等発行収入 512,949
その他の収入 -

財務活動収支 84,014
本年度資金収支額 171,004
前年度末資金残高 1,005,474
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 1,176,479

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 1,176,479

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


