
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,235,373,450   固定負債 807,044,812

    有形固定資産 2,184,282,955     地方債 741,874,717

      事業用資産 964,051,680     長期未払金 7,001,423

        土地 670,238,364     退職手当引当金 56,587,737

        立木竹 12,304     損失補償等引当金 392,645

        建物 667,858,254     その他 1,188,290

        建物減価償却累計額 -397,411,093   流動負債 92,319,329

        工作物 80,646,048     １年内償還予定地方債 77,151,461

        工作物減価償却累計額 -69,428,710     未払金 148,589

        船舶 916,594     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -916,593     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 5,826,657

        航空機 1,778,700     預り金 8,845,438

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 347,184

        その他 5,345,447 負債合計 899,364,141

        その他減価償却累計額 -5,319,163 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,110,228   固定資産等形成分 2,342,779,306

      インフラ資産 1,208,020,032   余剰分（不足分） -880,613,154

        土地 734,079,248

        建物 40,224,381

        建物減価償却累計額 -25,086,234

        工作物 1,607,949,699

        工作物減価償却累計額 -1,218,114,316

        その他 830,473

        その他減価償却累計額 -292,728

        建設仮勘定 68,429,509

      物品 24,690,988

      物品減価償却累計額 -12,479,745

    無形固定資産 98,891

      ソフトウェア 82,230

      その他 16,661

    投資その他の資産 50,991,604

      投資及び出資金 43,107,126

        有価証券 -

        出資金 3,685,491

        その他 39,421,635

      投資損失引当金 -11,944,293

      長期延滞債権 5,081,037

      長期貸付金 7,198,633

      基金 7,964,897

        減債基金 -

        その他 7,964,897

      その他 -

      徴収不能引当金 -415,796

  流動資産 126,156,843

    現金預金 15,699,755

    未収金 3,326,036

    短期貸付金 238,267

    基金 107,167,589

      財政調整基金 12,811,069

      減債基金 94,356,520

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -274,804 純資産合計 1,462,166,152

資産合計 2,361,530,293 負債及び純資産合計 2,361,530,293

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 413,654,051

    業務費用 251,101,714

      人件費 94,500,371

        職員給与費 79,782,944

        賞与等引当金繰入額 5,826,657

        退職手当引当金繰入額 2,752,665

        その他 6,138,105

      物件費等 148,734,974

        物件費 98,656,699

        維持補修費 7,194,108

        減価償却費 42,884,167

        その他 -

      その他の業務費用 7,866,369

        支払利息 3,842,334

        徴収不能引当金繰入額 613,584

        その他 3,410,451

    移転費用 162,552,337

      補助金等 42,279,305

      社会保障給付 96,833,173

      他会計への繰出金 19,887,929

      その他 3,551,930

  経常収益 22,893,435

    使用料及び手数料 9,667,795

    その他 13,225,640

純経常行政コスト 390,760,616

  臨時損失 103,783,242

    災害復旧事業費 1,655,528

    資産除売却損 2,181,737

    投資損失引当金繰入額 1,387,087

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 42,518

純行政コスト 493,998,476

    その他 98,558,890

  臨時利益 545,382

    資産売却益 502,864



【様式第3号】

（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 1,485,469,199 2,362,117,759 -876,648,560

  純行政コスト（△） -493,998,476 -493,998,476

  財源 474,901,451 474,901,451

    税収等 257,050,637 257,050,637

    国県等補助金 217,850,814 217,850,814

  本年度差額 -19,097,025 -19,097,025

  固定資産等の変動（内部変動） -20,374,627 20,374,627

    有形固定資産等の増加 19,953,795 -19,953,795

    有形固定資産等の減少 -46,496,588 46,496,588

    貸付金・基金等の増加 63,873,324 -63,873,324

    貸付金・基金等の減少 -57,705,158 57,705,158

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,036,175 1,036,175

  その他 -5,242,197 - -5,242,197

  本年度純資産変動額 -23,303,047 -19,338,452 -3,964,595

本年度末純資産残高 1,462,166,152 2,342,779,306 -880,613,154

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：千円）

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 374,223,218

    業務費用支出 211,586,156

      人件費支出 98,576,691

      物件費等支出 105,850,807

      支払利息支出 3,842,335

      その他の支出 3,316,323

    移転費用支出 162,637,062

      補助金等支出 42,364,030

      社会保障給付支出 96,833,173

      他会計への繰出支出 19,887,929

      その他の支出 3,551,930

  業務収入 393,852,148

    税収等収入 255,812,820

    国県等補助金収入 115,782,553

    使用料及び手数料収入 9,672,348

    その他の収入 12,584,427

  臨時支出 100,214,418

    災害復旧事業費支出 1,655,528

    その他の支出 98,558,890

  臨時収入 99,117,019

業務活動収支 18,531,531

【投資活動収支】

  投資活動支出 80,548,964

    公共施設等整備費支出 19,953,794

    基金積立金支出 34,599,888

    投資及び出資金支出 3,038,036

    貸付金支出 209,796

    その他の支出 22,747,450

  投資活動収入 53,837,604

    国県等補助金収入 2,951,243

    基金取崩収入 25,422,636

    貸付金元金回収収入 524,291

    資産売却収入 1,886,474

    その他の収入 23,052,960

投資活動収支 -26,711,360

【財務活動収支】

  財務活動支出 71,769,508

    地方債償還支出 70,407,374

    その他の支出 1,362,134

  財務活動収入 79,608,214

    地方債発行収入 79,608,214

前年度末歳計外現金残高 8,712,790

本年度歳計外現金増減額 132,648

本年度末歳計外現金残高 8,845,438

本年度末現金預金残高 15,699,755

    その他の収入 -

財務活動収支 7,838,706

本年度資金収支額 -341,123

前年度末資金残高 7,195,440

本年度末資金残高 6,854,317


