
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          21,346,261 　固定負債           6,862,986

　　有形固定資産          15,528,284 　　地方債           6,275,775

　　　事業用資産           5,601,689 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,238,444 　　退職手当引当金             587,211

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,526,783 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △6,130,678 　流動負債             765,102

　　　　工作物             940,593 　　1年内償還予定地方債             692,053

　　　　工作物減価償却累計額           △648,514 　　未払金                  97

　　　　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              63,900

　　　　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           7,628,088

　　　　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          25,142,255

　　　インフラ資産           9,802,590 　余剰分（不足分）         △7,326,642

　　　　土地             141,624

　　　　建物             428,524

　　　　建物減価償却累計額            △12,373

　　　　工作物          20,249,166

　　　　工作物減価償却累計額        △11,437,180

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定             432,828

　　　物品             712,388

　　　物品減価償却累計額           △588,383

　　無形固定資産              75,298

　　　ソフトウェア              74,164

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,742,679

　　　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               5,302

　　　長期貸付金              32,670

　　　基金           5,396,789

　　　　減債基金           1,575,604

　　　　その他           3,821,185

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △1,128

　流動資産           4,097,440

　　現金預金             299,690

　　未収金               2,204

　　短期貸付金              11,310

　　基金           3,784,684

　　　財政調整基金           3,784,684

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △448 純資産合計          17,815,613

資産合計          25,443,701 負債及び純資産合計          25,443,701

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      4,263,624

　業務費用                      2,560,500

　　人件費                      1,090,308

　　　職員給与費                        913,032

　　　賞与等引当金繰入額                         63,900

　　　退職手当引当金繰入額                         71,987

　　　その他                         41,389

　　物件費等                      1,433,345

　　　物件費                        845,666

　　　維持補修費                         60,482

　　　減価償却費                        527,197

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         36,848

　　　支払利息                         16,806

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,240

　　　その他                         18,802

　移転費用                      1,703,124

　　補助金等                      1,043,844

　　社会保障給付                        261,837

　　他会計への繰出金                        386,064

　　その他                         11,379

経常収益                        166,238

　使用料及び手数料                         65,505

　その他                        100,732

純経常行政コスト                      4,097,387

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                      4,784,994

一般会計等行政コスト計算書
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）

前年度末純資産残高 16,725,767 23,475,965 △6,750,198

　純行政コスト（△） △4,784,994 △4,784,994

　財源 5,874,887 5,874,887

　　税収等 3,948,487 3,948,487

　　国県等補助金 1,926,400 1,926,400

　本年度差額 1,089,892 1,089,892

　固定資産等の変動（内部変動） 1,666,337 △1,666,337

　　有形固定資産等の増加 2,118,123 △2,118,123

　　有形固定資産等の減少 △527,220 527,220

　　貸付金・基金等の増加 244,930 △244,930

　　貸付金・基金等の減少 △169,496 169,496

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 － －

　その他 △46 △46 －

　本年度純資産変動額 1,089,846 1,666,290 △576,444

本年度末純資産残高 17,815,613 25,142,255 △7,326,642

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      3,651,727

　　業務費用支出                      1,948,603

　　　人件費支出                      1,006,678

　　　物件費等支出                        906,148

　　　支払利息支出                         16,806

　　　その他の支出                         18,971

　　移転費用支出                      1,703,124

　　　補助金等支出                      1,043,844

　　　社会保障給付支出                        261,837

　　　他会計への繰出支出                        386,064

　　　その他の支出                         11,379

　業務収入                      4,687,912

　　税収等収入                      3,948,418

　　国県等補助金収入                        573,070

　　使用料及び手数料収入                         65,505

　　その他の収入                        100,919

　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                        774,535

業務活動収支                      1,120,574

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,360,211

　　公共施設等整備費支出                      2,118,123

　　基金積立金支出                        237,408

　　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                    △1,612,867

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,243,632

　　地方債償還支出                      1,243,632

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,834,896

　　地方債発行収入                      1,834,896

　　その他の収入                             －

財務活動収支                        591,264

本年度資金収支額                         98,971

前年度末資金残高                        191,668

本年度末資金残高                        290,638

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                        299,690

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日


