
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 4,787,880,219   固定負債 3,073,578,091

    有形固定資産 4,761,829,219     地方債 2,811,775,027

      事業用資産 4,167,744,833     長期未払金 -

        土地 -     退職手当引当金 261,803,064

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,462,094,768     その他 -

        建物減価償却累計額 -1,226,579,848   流動負債 126,073,308

        工作物 3,275,617,515     １年内償還予定地方債 34,622,000

        工作物減価償却累計額 -2,421,597,606     未払金 -

        船舶 67,450,640     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -2,220,636     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 91,451,308

        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 3,199,651,399

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,980,000   固定資産等形成分 4,978,466,219

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -3,033,034,517

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,627,438,555

      物品減価償却累計額 -3,033,354,169

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 26,051,000

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 26,051,000

        減債基金 -

        その他 26,051,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 357,202,882

    現金預金 166,616,882

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 190,586,000

      財政調整基金 190,586,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,945,431,702

資産合計 5,145,083,101 負債及び純資産合計 5,145,083,101

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,314,950,389

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 43,131,813

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,271,818,576

  臨時損失 43,131,813

    災害復旧事業費 -

  経常収益 13,128,394

    使用料及び手数料 5,501,350

    その他 7,627,044

      社会保障給付 23,360,000

      他会計への繰出金 -

      その他 2,650,400

        その他 -

    移転費用 130,599,786

      補助金等 104,589,386

      その他の業務費用 13,542,631

        支払利息 13,542,631

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 24,836,350

        減価償却費 395,075,871

        その他 3,506,816

        その他 55,359,104

      物件費等 655,226,954

        物件費 231,807,917

        職員給与費 1,338,767,187

        賞与等引当金繰入額 91,451,308

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,284,946,970

    業務費用 2,154,347,184

      人件費 1,485,577,599

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 金額



【様式第3号】

（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 1,778,705,576 5,020,202,240 -3,241,496,664

  純行政コスト（△） -2,314,950,389 -2,314,950,389

  財源 2,185,575,442 2,185,575,442

    税収等 2,146,443,000 2,146,443,000

    国県等補助金 39,132,442 39,132,442

  本年度差額 -129,374,947 -129,374,947

  固定資産等の変動（内部変動） -337,837,094 337,837,094

    有形固定資産等の増加 71,100,590 -71,100,590

    有形固定資産等の減少 -438,207,684 438,207,684

    貸付金・基金等の増加 60,003,000 -60,003,000

    貸付金・基金等の減少 -30,733,000 30,733,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 296,101,073 296,101,073

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 166,726,126 -41,736,021 208,462,147

本年度末純資産残高 1,945,431,702 4,978,466,219 -3,033,034,517

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 合計



【様式第4号】

（単位：円）

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 166,616,882

    その他の収入 -

財務活動収支 -144,912,676

本年度資金収支額 32,599,974

前年度末資金残高 134,016,908

本年度末資金残高 166,616,882

  財務活動支出 234,612,676

    地方債償還支出 234,612,676

    その他の支出 -

  財務活動収入 89,700,000

    地方債発行収入 89,700,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -71,828,590

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 59,275,000

    国県等補助金収入 28,542,000

    基金取崩収入 30,733,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 131,103,590

    公共施設等整備費支出 71,100,590

    基金積立金支出 60,003,000

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 249,341,240

  業務収入 2,170,161,836

    税収等収入 2,146,443,000

    国県等補助金収入 10,590,442

    使用料及び手数料収入 5,501,350

    その他の収入 7,627,044

    移転費用支出 130,599,786

      補助金等支出 104,589,386

      社会保障給付支出 23,360,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,650,400

    業務費用支出 1,790,220,810

      人件費支出 1,516,527,096

      物件費等支出 260,151,083

      支払利息支出 13,542,631

      その他の支出 -

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,920,820,596


