
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 350,678,411   固定負債 94,091,113

    有形固定資産 335,340,418     地方債等 68,148,309

      事業用資産 172,220,595     長期未払金 3,467,789

        土地 120,250,476     退職手当引当金 5,665,226

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 56,118

        立木竹 -     その他 16,753,671

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,977,096

        建物 111,380,704     １年内償還予定地方債等 5,331,960

        建物減価償却累計額 -61,423,035     未払金 1,728,005

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,351,411     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -764,561     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 708,536

        船舶 -     預り金 208,594

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 102,068,209

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 360,367,873

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -94,524,381

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 213

        その他減価償却累計額 -172

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 425,558

      インフラ資産 158,038,474

        土地 105,171,015

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,915,125

        建物減価償却累計額 -1,198,199

        建物減損損失累計額 -

        工作物 116,295,721

        工作物減価償却累計額 -66,801,704

        工作物減損損失累計額 -

        その他 433,370

        その他減価償却累計額 -433,370

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 656,515

      物品 11,746,811

      物品減価償却累計額 -6,665,462

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 139,725

      ソフトウェア 125,465

      その他 14,260

    投資その他の資産 15,198,268

      投資及び出資金 8,324,473

        有価証券 1,013,241

        出資金 7,132,528

        その他 178,704

      長期延滞債権 1,156,952

      長期貸付金 19,916

      基金 5,762,325

        減債基金 -

        その他 5,762,325

      その他 -

      徴収不能引当金 -65,398

  流動資産 17,233,290

    現金預金 6,262,347

    未収金 1,303,928

    短期貸付金 58,050

    基金 9,631,412

      財政調整基金 7,925,568

      減債基金 1,705,844

    棚卸資産 7,899

    その他 26,666

    徴収不能引当金 -57,011

  繰延資産 - 純資産合計 265,843,492

資産合計 367,911,701 負債及び純資産合計 367,911,701

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（単位：千円）

    資産売却益 52

    その他 238,703

純行政コスト 61,420,155

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 129,303

  臨時利益 238,754

  臨時損失 249,331

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 120,028

    使用料及び手数料 7,584,911

    その他 2,214,785

純経常行政コスト 61,409,579

      社会保障給付 6,897,112

      その他 923,126

  経常収益 9,799,697

        その他 1,524,478

    移転費用 39,646,417

      補助金等 31,826,179

      その他の業務費用 2,270,500

        支払利息 701,525

        徴収不能引当金繰入額 44,497

        維持補修費 383,087

        減価償却費 5,466,258

        その他 -

        その他 2,655,367

      物件費等 16,950,031

        物件費 11,100,685

        職員給与費 8,496,237

        賞与等引当金繰入額 702,478

        退職手当引当金繰入額 488,246

  経常費用 71,209,276

    業務費用 31,562,859

      人件費 12,342,328

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



（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 262,720,746 360,186,673 -97,465,927

  純行政コスト（△） -61,420,155 -61,420,155

  財源 64,610,808 64,610,808

    税収等 35,213,766 35,213,766

    国県等補助金 29,397,042 29,397,042

  本年度差額 3,190,653 3,190,653

  固定資産等の変動（内部変動） - -

    有形固定資産等の増加 - -

    有形固定資産等の減少 - -

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -69,087 -

  その他 1,181 - -

  本年度純資産変動額 3,122,746 181,200 2,941,546

本年度末純資産残高 265,843,492 360,367,873 -94,524,381

全体純資産変動計算書
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）

前年度末歳計外現金残高 116,559

本年度歳計外現金増減額 -21

本年度末歳計外現金残高 116,538

本年度末現金預金残高 6,262,347

財務活動収支 1,560,634

本年度資金収支額 1,133,703

前年度末資金残高 5,012,105

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,145,808

    地方債等償還支出 6,407,051

    その他の支出 615,431

  財務活動収入 8,583,117

    地方債等発行収入 8,583,117

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,711

    その他の収入 186,332

投資活動収支 -6,134,043

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,022,483

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,111,823

    国県等補助金収入 2,519,072

    基金取崩収入 383,542

    貸付金元金回収収入 20,166

  投資活動支出 9,245,866

    公共施設等整備費支出 8,037,113

    基金積立金支出 913,904

    投資及び出資金支出 220,349

    貸付金支出 74,500

    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 5,707,112

【投資活動収支】

    税収等収入 35,366,824

    国県等補助金収入 26,571,499

    使用料及び手数料収入 7,642,192

    その他の収入 1,724,427

  臨時支出 -

    移転費用支出 39,646,417

      補助金等支出 31,826,179

      社会保障給付支出 6,897,112

      その他の支出 923,126

  業務収入 71,304,942

    業務費用支出 25,951,413

      人件費支出 12,529,891

      物件費等支出 10,854,948

      支払利息支出 701,525

      その他の支出 1,865,048

全体資金収支計算書
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 65,597,830


