
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          18,152,798 　固定負債           4,745,434

　　有形固定資産          13,368,212 　　地方債等           4,424,101

　　　事業用資産           4,505,386 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,860,634 　　退職手当引当金             321,333

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

　　　　建物           7,213,353 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △4,836,844 　流動負債             427,430

　　　　工作物           1,336,507 　　1年内償還予定地方債等             388,099

　　　　工作物減価償却累計額         △1,141,053 　　未払金                  61

　　　　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              39,269

　　　　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           5,172,864

　　　　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          18,633,850

　　　インフラ資産           8,553,147 　余剰分（不足分）         △4,938,966

　　　　土地              11,552 　他団体出資等分                  －

　　　　建物           3,123,966

　　　　建物減価償却累計額         △1,871,171

　　　　工作物          14,538,565

　　　　工作物減価償却累計額         △7,260,630

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              10,865

　　　物品           1,977,136

　　　物品減価償却累計額         △1,667,457

　　無形固定資産              15,147

　　　ソフトウェア              15,147

　　　その他                  －

　　投資その他の資産           4,769,439

　　　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              61,693

　　　長期貸付金             104,644

　　　基金           4,462,834

　　　　減債基金             339,266

　　　　その他           4,123,568

　　　その他                  －

全体

全体貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　徴収不能引当金               △623

　流動資産             714,949

　　現金預金             227,299

　　未収金               6,897

　　短期貸付金                  －

　　基金             481,051

　　　財政調整基金             481,051

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △298

　繰延資産                  － 純資産合計          13,694,884

資産合計          18,867,748 負債及び純資産合計          18,867,748



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      5,195,605

　業務費用                      3,159,586

　　人件費                        657,657

　　　職員給与費                        572,150

　　　賞与等引当金繰入額                         39,269

　　　退職手当引当金繰入額                         13,644

　　　その他                         32,594

　　物件費等                      2,419,454

　　　物件費                      1,677,860

　　　維持補修費                        119,979

　　　減価償却費                        621,615

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         82,475

　　　支払利息                         51,738

　　　徴収不能引当金繰入額                            805

　　　その他                         29,932

　移転費用                      2,036,019

　　補助金等                      1,835,542

　　社会保障給付                        190,862

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                          9,614

経常収益                        237,815

　使用料及び手数料                        155,179

　その他                         82,636

純経常行政コスト                      4,957,790

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                      5,438,456

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 12,877,824 17,897,729 △5,019,905 －

　純行政コスト（△） △5,438,456 △5,438,456 －

　財源 6,249,377 6,249,377 －

　　税収等 4,429,314 4,429,314 －

　　国県等補助金 1,820,063 1,820,063 －

　本年度差額 810,922 810,922 －

　固定資産等の変動（内部変動） 729,983 △729,983 －

　　有形固定資産等の増加 579,716 △579,716 －

　　有形固定資産等の減少 △621,615 621,615 －

　　貸付金・基金等の増加 1,154,779 △1,154,779 －

　　貸付金・基金等の減少 △382,898 382,898 －

　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 6,138 6,138 －

　本年度純資産変動額 817,060 736,121 80,939 －

本年度末純資産残高 13,694,884 18,633,850 △4,938,966 －

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                      4,557,099

　　業務費用支出                      2,521,080

　　　人件費支出                        645,038

　　　物件費等支出                      1,797,840

　　　支払利息支出                         51,738

　　　その他の支出                         26,464

　　移転費用支出                      2,036,019

　　　補助金等支出                      1,835,542

　　　社会保障給付支出                        190,862

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                          9,614

　業務収入                      5,805,522

　　税収等収入                      4,437,706

　　国県等補助金収入                      1,130,924

　　使用料及び手数料収入                        158,770

　　その他の収入                         78,121

　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                      1,325,165

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,721,803

　　公共施設等整備費支出                        579,716

　　基金積立金支出                      1,139,927

　　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                    △1,230,450

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                        372,769

　　地方債等償還支出                        372,769

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        348,220

　　地方債等発行収入                        348,220

　　その他の収入                             －

財務活動収支                       △24,549

本年度資金収支額                         70,166

前年度末資金残高                        157,133

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



本年度末資金残高                        227,299

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                        227,299


