
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 303,435,509   固定負債 57,631,084

    有形固定資産 288,027,046     地方債 49,496,362

      事業用資産 167,657,800     長期未払金 3,467,789

        土地 119,984,743     退職手当引当金 4,610,814

        立木竹 -     損失補償等引当金 56,118

        建物 101,971,851     その他 -

        建物減価償却累計額 -56,311,202   流動負債 5,047,144

        工作物 2,351,411     １年内償還予定地方債 3,825,822

        工作物減価償却累計額 -764,561     未払金 644,329

        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 466,069

        航空機 -     預り金 110,925

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 62,678,228

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 425,558   固定資産等形成分 313,365,906

      インフラ資産 118,475,398   余剰分（不足分） -60,050,639

        土地 99,576,596

        建物 1,508,411

        建物減価償却累計額 -796,121

        工作物 73,187,089

        工作物減価償却累計額 -55,347,046

        その他 433,370

        その他減価償却累計額 -433,370

        建設仮勘定 346,469

      物品 4,230,117

      物品減価償却累計額 -2,336,269

    無形固定資産 117,063

      ソフトウェア 117,063

      その他 -

    投資その他の資産 15,291,399

      投資及び出資金 15,575,414

        有価証券 133,236

        出資金 7,311,232

        その他 8,130,946

      投資損失引当金 -7,719,839

      長期延滞債権 885,606

      長期貸付金 2,005,310

      基金 4,601,270

        減債基金 -

        その他 4,601,270

      その他 -

      徴収不能引当金 -56,362

  流動資産 12,557,987

    現金預金 2,354,795

    未収金 283,014

    短期貸付金 453,450

    基金 9,476,948

      財政調整基金 7,771,104

      減債基金 1,705,844

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,220 純資産合計 253,315,268

資産合計 315,993,496 負債及び純資産合計 315,993,496

一般会計等貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（単位：千円）

一般会計等行政コスト計算書
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 45,496,650

    業務費用 20,569,311

      人件費 8,486,125

        職員給与費 6,166,482

        賞与等引当金繰入額 466,069

        退職手当引当金繰入額 366,707

        その他 1,486,867

      物件費等 11,156,506

        物件費 7,807,120

        維持補修費 257,611

        減価償却費 3,091,775

        その他 -

      その他の業務費用 926,680

        支払利息 386,548

        徴収不能引当金繰入額 15,003

        その他 525,130

    移転費用 24,927,339

      補助金等 14,484,947

      社会保障給付 6,895,620

      他会計への繰出金 2,625,702

      その他 921,068

  経常収益 2,415,572

    使用料及び手数料 1,450,814

    その他 964,758

純経常行政コスト 43,081,077

  臨時損失 296,181

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 117,477

    投資損失引当金繰入額 178,704

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,801

純行政コスト 43,361,406

    その他 -

  臨時利益 15,853

    資産売却益 52



（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 250,831,748 309,686,653 -58,854,905

  純行政コスト（△） -43,361,406 -43,361,406

  財源 46,027,221 46,027,221

    税収等 26,999,566 26,999,566

    国県等補助金 19,027,655 19,027,655

  本年度差額 2,665,815 2,665,815

  固定資産等の変動（内部変動） 3,861,548 -3,861,548

    有形固定資産等の増加 7,111,857 -7,111,857

    有形固定資産等の減少 -3,212,435 3,212,435

    貸付金・基金等の増加 2,362,672 -2,362,672

    貸付金・基金等の減少 -2,400,545 2,400,545

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -182,295 -182,295

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,483,520 3,679,253 -1,195,733

本年度末純資産残高 253,315,268 313,365,906 -60,050,639

一般会計等純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



（単位：千円）

一般会計等資金収支計算書
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 42,445,383

    業務費用支出 17,518,044

      人件費支出 8,606,792

      物件費等支出 8,065,355

      支払利息支出 386,548

      その他の支出 459,350

    移転費用支出 24,927,339

      補助金等支出 14,484,947

      社会保障給付支出 6,895,620

      他会計への繰出支出 2,625,702

      その他の支出 921,068

  業務収入 45,982,939

    税収等収入 26,877,044

    国県等補助金収入 16,714,242

    使用料及び手数料収入 1,453,075

    その他の収入 938,577

  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 3,537,556

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,062,613

    公共施設等整備費支出 6,909,772

    基金積立金支出 880,288

    投資及び出資金支出 199,053

    貸付金支出 73,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,079,295

    国県等補助金収入 2,313,412

    基金取崩収入 383,542

    貸付金元金回収収入 380,566

    資産売却収入 1,775

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,983,318

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,606,886

    地方債償還支出 4,991,455

    その他の支出 615,431

  財務活動収入 7,782,017

    地方債発行収入 7,782,017

前年度末歳計外現金残高 109,538

本年度歳計外現金増減額 1,387

本年度末歳計外現金残高 110,925

本年度末現金預金残高 2,354,795

    その他の収入 -

財務活動収支 2,175,131

本年度資金収支額 729,369

前年度末資金残高 1,514,502

本年度末資金残高 2,243,870


