
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 11,676,824 固定負債 5,910,190
有形固定資産 11,475,261 地方債 5,207,649
事業用資産 1,494,243 長期未払金 -
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 470,026
工作物 874,831 １年内償還予定地方債 448,142
工作物減価償却累計額 △ 463,035 未払金 -
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 21,884
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,380,217
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 13,217,642

インフラ資産 9,788,532 余剰分（不足分） △ 2,750,826

土地 680,847

建物 4,689,948

建物減価償却累計額 △ 2,433,797

工作物 18,444,818

工作物減価償却累計額 △ 12,177,625

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 584,341

物品 271,355

物品減価償却累計額 △ 78,869

無形固定資産 17,693

ソフトウェア 17,693

その他 -

投資その他の資産 183,870

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 4,452

長期貸付金 △ 9,782

基金 165,933

減債基金 468

その他 165,464

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 5,170,209

現金預金 1,104,227

未収金 1,979

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 △ 27,399

その他 2,546,131

徴収不能引当金 - 10,466,816

16,847,033 16,847,033

一般会計等貸借対照表
（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 3,878,994
業務費用 1,938,213
人件費 630,419
職員給与費 567,716
賞与等引当金繰入額 -
退職手当引当金繰入額 -
その他 62,703

物件費等 1,272,355
物件費 582,534
維持補修費 138,107
減価償却費 519,169
その他 32,545

その他の業務費用 35,439
支払利息 16,122
徴収不能引当金繰入額 -
その他 19,317

移転費用 1,940,780
補助金等 1,574,866
社会保障給付 234,781
他会計への繰出金 128,615
その他 2,518

経常収益 352,292
使用料及び手数料 98,803
その他 253,489

純経常行政コスト 3,526,701
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 180
資産売却益 180
その他 -

純行政コスト 3,526,522

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 10,486,653 13,313,285 △ 2,826,632
純行政コスト（△） △ 3,526,522 △ 3,526,522
財源 3,506,685 3,506,685
税収等 2,518,349 2,518,349
国県等補助金 988,336 988,336

本年度差額 △ 19,837 △ 19,837
固定資産の変動（内部変動） △ 95,642 95,642
有形固定資産等の増加 419,642 △ 419,642
有形固定資産等の減少 △ 519,753 519,753
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
内部取引 - -
その他 - -
本年度純資産変動額 △ 19,837 △ 95,642 75,805
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 10,466,816 13,217,642 △ 2,750,826

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 3,359,436
業務費用支出 1,418,656
人件費支出 630,419
物件費等支出 759,096
支払利息支出 16,122
その他の支出 13,019

移転費用支出 1,940,780
補助金等支出 1,574,866
社会保障給付支出 234,781
他会計への繰出支出 128,615
その他の支出 2,518

業務収入 3,525,090
税収等収入 2,517,666
国県等補助金収入 655,131
使用料及び手数料収入 98,804
その他の収入 253,489

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 172,364
業務活動収支 338,018
【投資活動収支】
投資活動支出 574,180
公共施設等整備費支出 419,642
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 △ 253,391
【財務活動収支】
財務活動支出 344,960
地方債償還支出 340,094
その他の支出 4,866

財務活動収入 451,249
地方債発行収入 451,249
その他の収入 -

財務活動収支 106,289
本年度資金収支額 190,916
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 913,312
本年度末資金残高 1,104,227

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 1,104,227

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


