
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          14,480,208 　固定負債           2,353,656

　　有形固定資産           9,919,562 　　地方債等           2,043,334

　　　事業用資産           4,451,903 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,860,634 　　退職手当引当金             310,322

　　　　立木竹               2,126 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           7,149,715 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △4,826,690 　流動負債             255,086

　　　　工作物           1,336,507 　　1年内償還予定地方債等             217,968

　　　　工作物減価償却累計額         △1,141,053 　　未払金                  －

　　　　船舶               6,487 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額             △6,487 　　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              37,117

　　　　航空機                  － 　　預り金                  －

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

　　　　その他                  － 負債合計           2,608,742

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

　　　　建設仮勘定              70,664 　固定資産等形成分          14,912,367

　　　インフラ資産           5,330,992 　余剰分（不足分）         △2,413,257

　　　　土地              11,552

　　　　建物           2,159,659

　　　　建物減価償却累計額         △1,393,119

　　　　工作物           9,586,770

　　　　工作物減価償却累計額         △5,044,734

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              10,865

　　　物品             501,995

　　　物品減価償却累計額           △365,329

　　無形固定資産              11,765

　　　ソフトウェア              11,765

　　　その他                  －

　　投資その他の資産           4,548,881

　　　投資及び出資金             140,891

　　　　有価証券               9,230

　　　　出資金             131,661

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              51,683

　　　長期貸付金             104,644

　　　基金           4,251,977

　　　　減債基金             339,266

　　　　その他           3,912,711

　　　その他                  －

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）



　　　徴収不能引当金               △315

　流動資産             627,644

　　現金預金             193,145

　　未収金               2,396

　　短期貸付金                  －

　　基金             432,159

　　　財政調整基金             432,159

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                △55 純資産合計          12,499,110

資産合計          15,107,852 負債及び純資産合計          15,107,852



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      3,886,698

　業務費用                      2,821,290

　　人件費                        620,237

　　　職員給与費                        539,342

　　　賞与等引当金繰入額                         37,117

　　　退職手当引当金繰入額                         11,256

　　　その他                         32,522

　　物件費等                      2,166,597

　　　物件費                      1,607,031

　　　維持補修費                        113,206

　　　減価償却費                        446,361

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         34,456

　　　支払利息                         11,338

　　　徴収不能引当金繰入額                            313

　　　その他                         22,805

　移転費用                      1,065,407

　　補助金等                        481,420

　　社会保障給付                        190,862

　　他会計への繰出金                        392,602

　　その他                            523

経常収益                        127,059

　使用料及び手数料                         54,228

　その他                         72,831

純経常行政コスト                      3,759,638

臨時損失                        480,665

　災害復旧事業費                          1,177

　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                        479,488

臨時利益                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                      4,240,303

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 11,656,176 14,036,530 △2,380,354

　純行政コスト（△） △4,240,303 △4,240,303

　財源 5,076,603 5,076,603

　　税収等 3,982,489 3,982,489

　　国県等補助金 1,094,114 1,094,114

　本年度差額 836,299 836,299

　固定資産等の変動（内部変動） 869,202 △869,202

　　有形固定資産等の増加 539,474 △539,474

　　有形固定資産等の減少 △446,361 446,361

　　貸付金・基金等の増加 1,146,382 △1,146,382

　　貸付金・基金等の減少 △370,293 370,293

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 － －

　その他 6,635 6,635 －

　本年度純資産変動額 842,934 875,837 △32,903

本年度末純資産残高 12,499,110 14,912,367 △2,413,257

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                      3,425,115

　　業務費用支出                      2,359,708

　　　人件費支出                        608,632

　　　物件費等支出                      1,720,237

　　　支払利息支出                         11,338

　　　その他の支出                         19,501

　　移転費用支出                      1,065,407

　　　補助金等支出                        481,420

　　　社会保障給付支出                        190,862

　　　他会計への繰出支出                        392,602

　　　その他の支出                            523

　業務収入                      4,519,140

　　税収等収入                      3,985,551

　　国県等補助金収入                        404,976

　　使用料及び手数料収入                         55,782

　　その他の収入                         72,831

　臨時支出                        480,665

　　災害復旧事業費支出                          1,177

　　その他の支出                        479,488

　臨時収入                        557,407

業務活動収支                      1,170,767

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,681,405

　　公共施設等整備費支出                        539,474

　　基金積立金支出                      1,139,771

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                          2,160

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        491,353

　　国県等補助金収入                        131,731

　　基金取崩収入                        326,816

　　貸付金元金回収収入                         32,806

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,190,052

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                        212,972

　　地方債等償還支出                        212,972

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        291,120

　　地方債等発行収入                        291,120

　　その他の収入                             －

財務活動収支                         78,148

本年度資金収支額                         58,864

前年度末資金残高                        134,281

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



本年度末資金残高                        193,145

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                        193,145


