
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 31,551,582 ※ 固定負債 13,848,739

有形固定資産 28,322,664 地方債 11,785,447
事業用資産 21,100,303 長期未払金 -

土地 9,336,596 退職手当引当金 2,031,857
立木竹 - 損失補償等引当金 13,814
建物 28,872,598 その他 17,621
建物減価償却累計額 △ 18,608,077 流動負債 6,175,169
工作物 1,600,808 1年内償還予定地方債 5,606,425
工作物減価償却累計額 △ 105,747 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 374,057
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 194,687
その他 - 20,023,909 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,125 固定資産等形成分 30,789,484

インフラ資産 7,021,096 余剰分（不足分） △ 11,893,365
土地 1,872,194
建物 1,705,479
建物減価償却累計額 △ 68,219
工作物 7,593,191
工作物減価償却累計額 △ 4,081,549
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 0

物品 833,492
物品減価償却累計額 △ 632,227

無形固定資産 641,641
ソフトウェア 740
その他 640,901

投資その他の資産 2,587,277 ※

投資及び出資金 1,876,016
有価証券 500
出資金 1,875,516
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 807,804
長期貸付金 -
基金 △ 38,328

減債基金 -
その他 △ 38,328

その他 -
徴収不能引当金 △ 58,216

流動資産 7,368,445
現金預金 4,101,263
未収金 1,264,471
短期貸付金 0
基金 2,002,944 ※

財政調整基金 1,880,640
減債基金 122,303

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 232 18,896,119

38,920,027 38,920,027 ※

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 28,669,718 ※

業務費用 9,836,762
人件費 4,421,004

職員給与費 3,719,870
賞与等引当金繰入額 352,397
退職手当引当金繰入額 -
その他 348,737

物件費等 5,341,353
物件費 4,242,306
維持補修費 125,632
減価償却費 963,556
その他 9,859

その他の業務費用 74,405
支払利息 -
徴収不能引当金繰入額 72,791
その他 1,614

移転費用 18,832,956 ※

補助金等 12,357,363
社会保障給付 5,016,201
他会計への繰出金 1,439,965
その他 19,428

経常収益 681,270
使用料及び手数料 251,343
その他 429,927

純経常行政コスト 27,988,448
臨時損失 205,864

災害復旧事業費 62,244
資産除売却損 11,018
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 132,602

臨時利益 3,511
資産売却益 1,911
その他 1,600

純行政コスト 28,190,802 ※

※ 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 17,810,088 31,057,202 △ 13,247,114

純行政コスト（△） △ 28,190,802 △ 28,190,802

財源 29,276,833 29,276,833

税収等 13,587,494 13,587,494

国県等補助金 15,689,339 15,689,339

本年度差額 1,086,031 1,086,031

固定資産等の変動（内部変動） △ 267,718 267,718

有形固定資産等の増加 1,329,573 △ 1,329,573

有形固定資産等の減少 △ 1,012,510 1,012,510

貸付金・基金等の増加 370,749 △ 370,749

貸付金・基金等の減少 △ 955,530 955,530

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 1,086,031 △ 267,718 1,353,749

本年度末純資産残高 18,896,119 30,789,484 △ 11,893,365

※ 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 27,400,912

業務費用支出 8,781,341
人件費支出 4,403,545
物件費等支出 4,377,796
支払利息支出 -
その他の支出 -

移転費用支出 18,619,570 ※

補助金等支出 12,143,977
社会保障給付支出 5,016,201
他会計への繰出支出 1,439,965
その他の支出 19,428

業務収入 29,265,501 ※

税収等収入 13,588,049
国県等補助金収入 15,008,945
使用料及び手数料収入 249,143
その他の収入 419,363

臨時支出 71,895
災害復旧事業費支出 62,244
その他の支出 9,651

臨時収入 -
業務活動収支 1,792,693 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 1,666,138

公共施設等整備費支出 1,294,959
基金積立金支出 335,749
投資及び出資金支出 430
貸付金支出 35,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,138,343
国県等補助金収入 172,803
基金取崩収入 920,530
貸付金元金回収収入 35,000
資産売却収入 10,010
その他の収入 -

投資活動収支 △ 527,795
【財務活動収支】

財務活動支出 2,099,188
地方債償還支出 2,099,188
その他の支出 -

財務活動収入 1,856,800
地方債発行収入 1,856,800
その他の収入 -

財務活動収支 △ 242,388
1,022,511 ※

2,866,444
3,888,955

前年度末歳計外現金残高 219,484
本年度歳計外現金増減額 △ 7,175
本年度末歳計外現金残高 212,308 ※

本年度末現金預金残高 4,101,263

※ 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


