
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産          13,075,163 　固定負債           4,375,522

　　有形固定資産          11,291,759 　　地方債等           3,429,391

　　　事業用資産           4,806,066 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,708,427 　　退職手当引当金             946,132

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           6,062,280 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △4,301,180 　流動負債             543,698

　　　　工作物           3,301,658 　　1年内償還予定地方債等             408,082

　　　　工作物減価償却累計額         △1,968,107 　　未払金                  72

　　　　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              59,351

　　　　航空機                  － 　　預り金              76,193

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

　　　　その他               3,228 負債合計           4,919,220

　　　　その他減価償却累計額               △239 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          13,850,692

　　　インフラ資産           6,364,308 　余剰分（不足分）         △4,362,261

　　　　土地              31,142 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             356,895

　　　　建物減価償却累計額           △250,540

　　　　工作物          11,879,469

　　　　工作物減価償却累計額         △5,652,658

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品             385,875

　　　物品減価償却累計額           △264,489

　　無形固定資産              14,196

　　　ソフトウェア              14,090

　　　その他                 106

　　投資その他の資産           1,769,208

　　　投資及び出資金             968,443

　　　　有価証券                 200

　　　　出資金             968,243

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              30,853

　　　長期貸付金                  －

　　　基金             776,347

全体

全体貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　　減債基金                  －

　　　　その他             776,347

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △6,434

　流動資産           1,332,488

　　現金預金             533,973

　　未収金              29,373

　　短期貸付金                  －

　　基金             775,529

　　　財政調整基金             750,324

　　　減債基金              25,206

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金             △6,387

　繰延資産                  － 純資産合計           9,488,430

資産合計          14,407,651 負債及び純資産合計          14,407,651



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      6,277,850

　業務費用                      3,559,430

　　人件費                        888,634

　　　職員給与費                        740,736

　　　賞与等引当金繰入額                         59,351

　　　退職手当引当金繰入額                         19,623

　　　その他                         68,925

　　物件費等                      2,591,772

　　　物件費                      1,156,505

　　　維持補修費                        970,661

　　　減価償却費                        464,606

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         79,023

　　　支払利息                         29,291

　　　徴収不能引当金繰入額                          6,611

　　　その他                         43,121

　移転費用                      2,718,420

　　補助金等                      2,461,066

　　社会保障給付                        243,095

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                         14,259

経常収益                        260,087

　使用料及び手数料                         76,098

　その他                        183,989

純経常行政コスト                      6,017,763

臨時損失                        840,376

　災害復旧事業費                         75,211

　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                        765,165

臨時利益                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                      6,858,140

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 10,054,920 14,271,024 △4,216,105 －

　純行政コスト（△） △6,858,140 △6,858,140 －

　財源 6,289,066 6,289,066 －

　　税収等 3,355,806 3,355,806 －

　　国県等補助金 2,933,260 2,933,260 －

　本年度差額 △569,073 △569,073 －

　固定資産等の変動（内部変動） △422,916 422,916 －

　　有形固定資産等の増加 155,427 △155,427 －

　　有形固定資産等の減少 △464,606 464,606 －

　　貸付金・基金等の増加 320,790 △320,790 －

　　貸付金・基金等の減少 △434,528 434,528 －

　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 2,584 2,584 －

　本年度純資産変動額 △566,489 △420,332 △146,157 －

本年度末純資産残高 9,488,430 13,850,692 △4,362,261 －

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                      5,790,462

　　業務費用支出                      3,072,042

　　　人件費支出                        872,429

　　　物件費等支出                      2,127,166

　　　支払利息支出                         29,291

　　　その他の支出                         43,156

　　移転費用支出                      2,718,420

　　　補助金等支出                      2,461,066

　　　社会保障給付支出                        243,095

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                         14,259

　業務収入                      5,250,476

　　税収等収入                      3,338,626

　　国県等補助金収入                      1,649,143

　　使用料及び手数料収入                         78,639

　　その他の収入                        184,069

　臨時支出                        840,376

　　災害復旧事業費支出                         75,211

　　その他の支出                        765,165

　臨時収入                      1,139,814

業務活動収支                      △240,548

【投資活動収支】

　投資活動支出                        458,388

　　公共施設等整備費支出                        155,427

　　基金積立金支出                        302,961

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        558,030

　　国県等補助金収入                        144,303

　　基金取崩収入                        413,727

　　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                         99,642

【財務活動収支】

　財務活動支出                        359,217

　　地方債等償還支出                        359,217

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        456,035

　　地方債等発行収入                        456,035

　　その他の収入                             －

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



財務活動収支                         96,818

本年度資金収支額                       △44,088

前年度末資金残高                        501,869

本年度末資金残高                        457,780

前年度末歳計外現金残高                             －

本年度歳計外現金増減額                         76,193

本年度末歳計外現金残高                         76,193

本年度末現金預金残高                        533,973


