
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          23,107,051 　固定負債           8,644,762

　　有形固定資産          17,246,996 　　地方債等           7,953,142

　　　事業用資産           5,830,366 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,241,663 　　退職手当引当金             691,620

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,681,715 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △6,232,707 　流動負債             853,833

　　　　工作物           1,773,314 　　1年内償還予定地方債等             773,748

　　　　工作物減価償却累計額         △1,308,680 　　未払金                 619

　　　　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              70,415

　　　　航空機                  － 　　預り金               9,052

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他               1,040 負債合計           9,498,596

　　　　その他減価償却累計額               △104 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定             674,125 　固定資産等形成分          27,056,001

　　　インフラ資産          11,282,295 　余剰分（不足分）         △9,163,892

　　　　土地             142,976 　他団体出資等分                  －

　　　　建物           1,640,578

　　　　建物減価償却累計額            △92,521

　　　　工作物          20,618,063

　　　　工作物減価償却累計額        △11,477,663

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定             450,861

　　　物品             724,061

　　　物品減価償却累計額           △589,726

　　無形固定資産             104,185

　　　ソフトウェア             103,051

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,755,870

　　　投資及び出資金             309,046

　　　　有価証券                  －

　　　　出資金             309,046

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権               8,623

　　　長期貸付金              32,670

　　　基金           5,406,789

　　　　減債基金           1,575,604

　　　　その他           3,831,185

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △1,258

　流動資産           4,283,653

　　現金預金             330,827

　　未収金               4,445

　　短期貸付金              11,310

　　基金           3,937,640

　　　財政調整基金           3,937,640

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △568

　繰延資産                  － 純資産合計          17,892,109

資産合計          27,390,704 負債及び純資産合計          27,390,704

全体

全体貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      5,709,954

　業務費用                      3,001,455

　　人件費                      1,268,303

　　　職員給与費                      1,071,479

　　　賞与等引当金繰入額                         70,415

　　　退職手当引当金繰入額                         84,971

　　　その他                         41,438

　　物件費等                      1,663,637

　　　物件費                        964,774

　　　維持補修費                         69,346

　　　減価償却費                        629,517

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         69,514

　　　支払利息                         33,719

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,334

　　　その他                         34,461

　移転費用                      2,708,499

　　補助金等                      2,434,224

　　社会保障給付                        262,395

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                         11,880

経常収益                        363,491

　使用料及び手数料                        156,944

　その他                        206,547

純経常行政コスト                      5,346,462

臨時損失                        690,147

　災害復旧事業費                        105,233

　資産除売却損                              0

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                        584,914

臨時利益                          2,539

　資産売却益                          2,539

　その他                             －

純行政コスト                      6,034,070

全体行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



（単位：千円）

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 16,647,555 25,106,314 △8,458,759 －

　純行政コスト（△） △6,034,070 △6,034,070 －

　財源 7,278,840 7,278,840 －

　　税収等 4,419,005 4,419,005 －

　　国県等補助金 2,859,836 2,859,836 －

　本年度差額 1,244,770 1,244,770 －

　固定資産等の変動（内部変動） 1,949,904 △1,949,904 －

　　有形固定資産等の増加 2,499,864 △2,499,864 －

　　有形固定資産等の減少 △629,540 629,540 －

　　貸付金・基金等の増加 251,992 △251,992 －

　　貸付金・基金等の減少 △172,412 172,412 －

　資産評価差額 － －

　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 △217 △217 －

　本年度純資産変動額 1,244,554 1,949,687 △705,134 －

本年度末純資産残高 17,892,109 27,056,001 △9,163,892 －

全体

全体純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



全体

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      4,980,230

　　業務費用支出                      2,271,731

　　　人件費支出                      1,169,151

　　　物件費等支出                      1,034,121

　　　支払利息支出                         33,719

　　　その他の支出                         34,740

　　移転費用支出                      2,708,499

　　　補助金等支出                      2,434,224

　　　社会保障給付支出                        262,395

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                         11,880

　業務収入                      6,287,725

　　税収等収入                      4,419,887

　　国県等補助金収入                      1,504,506

　　使用料及び手数料収入                        156,989

　　その他の収入                        206,342

　臨時支出                        690,147

　　災害復旧事業費支出                        105,233

　　その他の支出                        584,914

　臨時収入                        776,535

業務活動収支                      1,393,883

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,746,636

　　公共施設等整備費支出                      2,499,864

　　基金積立金支出                        242,091

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                          4,680

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        747,344

　　国県等補助金収入                        578,794

　　基金取崩収入                        157,258

　　貸付金元金回収収入                          8,730

　　資産売却収入                          2,562

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,999,291

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,321,789

　　地方債等償還支出                      1,321,789

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      2,047,696

　　地方債等発行収入                      2,047,696

　　その他の収入                             －

財務活動収支                        725,907

本年度資金収支額                        120,499

前年度末資金残高                        201,276

本年度末資金残高                        321,775

前年度末歳計外現金残高                          9,195

本年度歳計外現金増減額                          △143

本年度末歳計外現金残高                          9,052

本年度末現金預金残高                        330,827

全体資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日


