
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          50,031,564 　固定負債          14,903,310

　　有形固定資産          46,114,939 　　地方債等          11,888,947

　　　事業用資産          17,487,812 　　長期未払金                  －

　　　　土地           3,067,023 　　退職手当引当金           1,487,843

　　　　立木竹              32,105 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          32,014,887 　　その他           1,526,521

　　　　建物減価償却累計額        △18,507,859 　流動負債           1,782,573

　　　　工作物           1,758,041 　　1年内償還予定地方債等           1,480,346

　　　　工作物減価償却累計額           △876,385 　　未払金             100,649

　　　　船舶                  － 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金                   8

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金             108,762

　　　　航空機                  － 　　預り金              92,060

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 748

　　　　その他                  － 負債合計          16,685,883

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

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          51,792,806

　　　インフラ資産          27,730,645 　余剰分（不足分）        △15,227,972

　　　　土地             363,415 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             655,424

　　　　建物減価償却累計額           △137,606

　　　　工作物          96,335,162

　　　　工作物減価償却累計額        △69,506,467

　　　　その他              44,176

　　　　その他減価償却累計額            △23,458

　　　　建設仮勘定                   0

　　　物品           3,817,703

　　　物品減価償却累計額         △2,921,222

　　無形固定資産              51,686

　　　ソフトウェア                 687

　　　その他              51,000

　　投資その他の資産           3,864,939

　　　投資及び出資金             950,872

　　　　有価証券             121,089

　　　　出資金              52,391

　　　　その他             777,392

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権             153,764

　　　長期貸付金             260,843

　　　基金           2,504,912

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           2,504,912

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △5,452

　流動資産           3,219,154

　　現金預金           1,302,949

　　未収金             153,745

　　短期貸付金              31,920

　　基金           1,729,322

　　　財政調整基金           1,326,044

　　　減債基金             403,278

　　棚卸資産               1,775

　　その他                 200

　　徴収不能引当金               △757

　繰延資産                  － 純資産合計          36,564,835

資産合計          53,250,718 負債及び純資産合計          53,250,718

全体

全体貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                     17,122,558

　業務費用                      8,273,303

　　人件費                      1,932,147

　　　職員給与費                      1,575,952

　　　賞与等引当金繰入額                        108,762

　　　退職手当引当金繰入額                          5,006

　　　その他                        242,427

　　物件費等                      6,087,253

　　　物件費                      2,921,503

　　　維持補修費                        508,151

　　　減価償却費                      2,657,599

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        253,903

　　　支払利息                        108,304

　　　徴収不能引当金繰入額                         18,437

　　　その他                        127,161

　移転費用                      8,849,255

　　補助金等                      7,445,769

　　社会保障給付                      1,399,906

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                          3,580

経常収益                        902,703

　使用料及び手数料                        538,569

　その他                        364,133

純経常行政コスト                     16,219,856

臨時損失                          4,779

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                          1,142

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                          3,637

臨時利益                        100,836

　資産売却益                         22,434

　その他                         78,402

純行政コスト                     16,123,798

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 37,035,035 52,841,751 △15,806,716 －

　純行政コスト（△） △16,123,798 △16,123,798 －

　財源 15,917,882 15,917,882 －

　　税収等 8,868,424 8,868,424 －

　　国県等補助金 7,049,458 7,049,458 －

　本年度差額 △205,916 △205,916 －

　固定資産等の変動（内部変動） △783,980 783,980 －

　　有形固定資産等の増加 1,566,799 △1,566,799 －

　　有形固定資産等の減少 △2,778,075 2,778,075 －

　　貸付金・基金等の増加 1,268,820 △1,268,820 －

　　貸付金・基金等の減少 △841,523 841,523 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △264,284 △264,284

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 － △680 680

　本年度純資産変動額 △470,200 △1,048,944 578,744 －

本年度末純資産残高 36,564,835 51,792,806 △15,227,972 －

全体

科目 合計

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



全体

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                     14,505,723

　　業務費用支出                      5,499,515

　　　人件費支出                      1,934,739

　　　物件費等支出                      3,329,341

　　　支払利息支出                        108,304

　　　その他の支出                        127,130

　　移転費用支出                      9,006,209

　　　補助金等支出                      7,445,769

　　　社会保障給付支出                      1,399,906

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                        160,534

　業務収入                     16,343,950

　　税収等収入                      8,835,770

　　国県等補助金収入                      6,606,509

　　使用料及び手数料収入                        537,535

　　その他の収入                        364,136

　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                      1,838,227

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,641,673

　　公共施設等整備費支出                      1,542,090

　　基金積立金支出                        433,952

　　投資及び出資金支出                        164,032

　　貸付金支出                        501,600

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                      1,339,986

　　国県等補助金収入                        541,979

　　基金取崩収入                        320,720

　　貸付金元金回収収入                        339,520

　　資産売却収入                        115,375

　　その他の収入                         22,391

投資活動収支                    △1,301,688

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,702,759

　　地方債等償還支出                      1,702,759

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,435,430

　　地方債等発行収入                      1,435,430

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △267,329

本年度資金収支額                        269,210

前年度末資金残高                        941,679

本年度末資金残高                      1,210,889

前年度末歳計外現金残高                         89,412

本年度歳計外現金増減額                          2,648

本年度末歳計外現金残高                         92,060

本年度末現金預金残高                      1,302,949

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


