
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          45,794,281 　固定負債          10,317,890

　　有形固定資産          40,078,940 　　地方債           8,830,047

　　　事業用資産          16,622,149 　　長期未払金                  －

　　　　土地           2,651,240 　　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          30,601,829 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額        △17,544,681 　流動負債           1,417,971

　　　　工作物           1,758,041 　　1年内償還予定地方債           1,220,809

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

　　　　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             105,102

　　　　航空機                  － 　　預り金              92,060

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

　　　　その他                  － 負債合計          11,735,860

　　　　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          47,244,803

　　　インフラ資産          23,133,436 　余剰分（不足分）        △10,810,154

　　　　土地             288,856

　　　　建物               6,030

　　　　建物減価償却累計額               △262

　　　　工作物          89,297,175

　　　　工作物減価償却累計額        △66,458,363

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                   0

　　　物品           2,082,126

　　　物品減価償却累計額         △1,758,771

　　無形固定資産              48,111

　　　ソフトウェア                 687

　　　その他              47,425

　　投資その他の資産           5,667,229

　　　投資及び出資金           2,812,508

　　　　有価証券             121,089

　　　　出資金              52,391

　　　　その他           2,639,028

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              92,312

　　　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             △3,345

　流動資産           2,376,229

　　現金預金             872,341

　　未収金              51,592

　　短期貸付金              31,920

　　基金           1,418,602

　　　財政調整基金           1,015,324

　　　減債基金             403,278

　　棚卸資産               1,775

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                   0 純資産合計          36,434,649

資産合計          48,170,510 負債及び純資産合計          48,170,510

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                     14,338,259

　業務費用                      7,627,647

　　人件費                      1,876,106

　　　職員給与費                      1,529,361

　　　賞与等引当金繰入額                        105,102

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        241,643

　　物件費等                      5,594,129

　　　物件費                      2,689,145

　　　維持補修費                        487,816

　　　減価償却費                      2,417,169

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        157,411

　　　支払利息                         50,476

　　　徴収不能引当金繰入額                         16,401

　　　その他                         90,534

　移転費用                      6,710,612

　　補助金等                      4,597,645

　　社会保障給付                      1,399,906

　　他会計への繰出金                        710,359

　　その他                          2,702

経常収益                        426,698

　使用料及び手数料                         94,018

　その他                        332,681

純経常行政コスト                     13,911,560

臨時損失                          1,142

　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                             －

臨時利益                         85,484

　資産売却益                          8,475

　その他                         77,009

純行政コスト                     13,827,218

一般会計等行政コスト計算書
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）

前年度末純資産残高 36,554,847 47,840,572 △11,285,725

　純行政コスト（△） △13,827,218 △13,827,218

　財源 13,485,002 13,485,002

　　税収等 8,103,643 8,103,643

　　国県等補助金 5,381,359 5,381,359

　本年度差額 △342,216 △342,216

　固定資産等の変動（内部変動） △817,788 817,788

　　有形固定資産等の増加 1,131,039 △1,131,039

　　有形固定資産等の減少 △2,418,311 2,418,311

　　貸付金・基金等の増加 1,296,682 △1,296,682

　　貸付金・基金等の減少 △827,198 827,198

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 222,019 222,019

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △120,198 △595,769 475,572

本年度末純資産残高 36,434,649 47,244,803 △10,810,154

一般会計等

科目 合計

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                     11,907,272

　　業務費用支出                      5,196,660

　　　人件費支出                      1,878,698

　　　物件費等支出                      3,176,961

　　　支払利息支出                         50,476

　　　その他の支出                         90,525

　　移転費用支出                      6,710,612

　　　補助金等支出                      4,597,645

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

　　　他会計への繰出支出                        710,359

　　　その他の支出                          2,702

　業務収入                     13,457,937

　　税収等収入                      8,072,307

　　国県等補助金収入                      4,960,012

　　使用料及び手数料収入                         92,937

　　その他の収入                        332,681

　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                      1,550,665

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,273,483

　　公共施設等整備費支出                      1,131,039

　　基金積立金支出                        433,951

　　投資及び出資金支出                        206,893

　　貸付金支出                        501,600

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                      1,090,063

　　国県等補助金収入                        421,347

　　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                          8,475

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,183,420

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,454,162

　　地方債償還支出                      1,454,162

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,330,330

　　地方債発行収入                      1,330,330

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △123,832

本年度資金収支額                        243,413

前年度末資金残高                        536,868

本年度末資金残高                        780,281

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                        872,341

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日


