
 

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,813,050,914 ※ 固定負債 1,541,780,584

有形固定資産 1,567,595,456 地方債 1,371,374,632

事業用資産 371,397,771 長期未払金 309,982

土地 195,235,242 退職手当引当金 167,547,561

立木竹 14,304,803 損失補償等引当金 10,566

建物 418,017,846 その他 2,537,843

建物減価償却累計額 △ 276,536,310 流動負債 122,917,634

工作物 87,845,072 1年内償還予定地方債 107,414,544

工作物減価償却累計額 △ 72,547,723 未払金 302,325

船舶 3,855,381 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 3,611,266 前受金 229,815

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 13,038,083

航空機 1,678,320 預り金 1,932,867

航空機減価償却累計額 △ 1,342,656 その他 -

その他 - 1,664,698,218

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 4,499,062 固定資産等形成分 1,822,884,155

インフラ資産 1,184,622,246 余剰分（不足分） △ 1,616,335,152

土地 203,244,520

建物 11,905,075

建物減価償却累計額 △ 4,692,333

工作物 2,105,082,448

工作物減価償却累計額 △ 1,136,982,356

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 6,064,892

物品 17,201,200

物品減価償却累計額 △ 5,625,761

無形固定資産 3,351,868

ソフトウェア 3,337,988

その他 13,880

投資その他の資産 242,103,590 ※

投資及び出資金 154,927,344

有価証券 2,264,545

出資金 152,662,799

その他 -

投資損失引当金 △ 124,416

長期延滞債権 10,941,974

長期貸付金 22,287,078

基金 54,275,962

減債基金 26,974,402

その他 27,301,560

その他 -

徴収不能引当金 △ 204,353

流動資産 58,196,307 ※

現金預金 44,704,980

未収金 3,963,368

短期貸付金 2,462,200

基金 7,371,042

財政調整基金 7,371,042

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 305,282 206,549,003

1,871,247,221 1,871,247,221

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

 

 

 

 

 



 

（単位：千円）

経常費用 720,995,114 ※

業務費用 422,325,166 ※

人件費 212,068,701
職員給与費 178,320,266
賞与等引当金繰入額 13,038,083
退職手当引当金繰入額 14,178,674
その他 6,531,678

物件費等 136,473,740 ※

物件費 34,289,188
維持補修費 32,417,946
減価償却費 59,565,449
その他 10,201,156

その他の業務費用 73,782,726 ※

支払利息 7,237,035
徴収不能引当金繰入額 322,681
その他 66,223,009

移転費用 298,669,947
補助金等 275,515,436
社会保障給付 12,765,834
他会計への繰出金 9,537,703
その他 850,974

経常収益 25,467,695
使用料及び手数料 9,729,596
その他 15,738,099

純経常行政コスト 695,527,418 ※

臨時損失 10,057,481
災害復旧事業費 3,496,646
資産除売却損 2,285,500
投資損失引当金繰入額 15,246
損失補償等引当金繰入額 -
その他 4,260,089

臨時利益 8,144,213
資産売却益 1,917,700
その他 6,226,513

純行政コスト 697,440,686

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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）

前年度末純資産残高 242,235,315 1,857,631,137 △ 1,615,395,822

純行政コスト（△） △ 697,440,686 △ 697,440,686

財源 664,980,114 664,980,114

税収等 516,311,521 516,311,521

国県等補助金 148,668,593 148,668,593

本年度差額 △ 32,460,572 △ 32,460,572

固定資産等の変動（内部変動） △ 31,521,242 31,521,242

有形固定資産等の増加 24,488,101 △ 24,488,101

有形固定資産等の減少 △ 58,971,662 58,971,662

貸付金・基金等の増加 32,304,994 △ 32,304,994

貸付金・基金等の減少 △ 29,342,675 29,342,675

資産評価差額 351,913 351,913

無償所管換等 △ 3,577,653 △ 3,577,653

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 35,686,312 △ 34,746,982 △ 939,330

本年度末純資産残高 206,549,003 1,822,884,155 △ 1,616,335,152

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

 

 

 

 



 

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 666,913,372 ※

業務費用支出 367,804,165
人件費支出 217,435,830
物件費等支出 76,991,348
支払利息支出 7,237,035
その他の支出 66,139,952

移転費用支出 299,109,206
補助金等支出 275,954,695
社会保障給付支出 12,765,834
他会計への繰出支出 9,537,703
その他の支出 850,974

業務収入 647,843,055 ※

税収等収入 514,089,397
国県等補助金収入 108,666,513
使用料及び手数料収入 9,730,456
その他の収入 15,356,690

臨時支出 3,641,949 ※

災害復旧事業費支出 3,496,646
その他の支出 145,304

臨時収入 2,856,218
業務活動収支 △ 19,856,048
【投資活動収支】

投資活動支出 57,652,737
公共施設等整備費支出 24,488,101
基金積立金支出 25,125,708
投資及び出資金支出 859,642
貸付金支出 7,179,286
その他の支出 -

投資活動収入 69,113,668
国県等補助金収入 37,320,165
基金取崩収入 20,873,665
貸付金元金回収収入 8,469,010
資産売却収入 2,450,828
その他の収入 -

投資活動収支 11,460,931
【財務活動収支】

財務活動支出 139,839,359 ※

地方債償還支出 139,475,357
その他の支出 364,001

財務活動収入 167,044,000
地方債発行収入 167,044,000
その他の収入 -

財務活動収支 27,204,641
18,809,524
23,962,590

42,772,114

前年度末歳計外現金残高 1,727,284
本年度歳計外現金増減額 205,582
本年度末歳計外現金残高 1,932,867 ※

本年度末現金預金残高 44,704,980 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額

 


