
一般会計等 （単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 75,201,899 ※ 固定負債 40,856,055 ※

有形固定資産 64,213,285 ※ 地方債 37,079,990
事業用資産 45,989,254 ※ 長期未払金 2,752

土地 17,461,024 退職手当引当金 3,606,476
立木竹 139,905 損失補償等引当金 118,443
建物 57,618,504 その他 48,393
建物減価償却累計額 △ 32,300,968 流動負債 3,671,225 ※

工作物 5,653,573 1年内償還予定地方債 3,282,973
工作物減価償却累計額 △ 3,944,949 未払金 2,034
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 300,791
航空機 - 預り金 62,562
航空機減価償却累計額 - その他 22,866
その他 19,045 44,527,280
その他減価償却累計額 △ 15,776 【純資産の部】
建設仮勘定 1,358,895 固定資産等形成分 80,221,297

インフラ資産 16,582,483 ※ 余剰分（不足分） △ 43,615,004
土地 1,155,970
建物 1,007,324
建物減価償却累計額 △ 299,178
工作物 36,385,671
工作物減価償却累計額 △ 21,766,039
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 98,734

物品 5,865,270
物品減価償却累計額 △ 4,223,721

無形固定資産 12,598
ソフトウェア 12,598
その他 -

投資その他の資産 10,976,016
投資及び出資金 7,086,559

有価証券 10,000
出資金 3,290,717
その他 3,785,842

投資損失引当金 -
長期延滞債権 242,007
長期貸付金 115,123
基金 3,551,691

減債基金 -
その他 3,551,691

その他 -
徴収不能引当金 △ 19,364

流動資産 5,931,675 ※

現金預金 683,639
未収金 229,190
短期貸付金 50,662
基金 4,968,737 ※

財政調整基金 4,401,400
減債基金 567,336

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 553 36,606,293

81,133,573 ※ 81,133,573

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

経常費用 32,218,974 ※

業務費用 12,433,143
人件費 4,380,851 ※

職員給与費 3,535,320
賞与等引当金繰入額 300,791
退職手当引当金繰入額 262,591
その他 282,150

物件費等 7,675,819
物件費 4,819,422
維持補修費 268,013
減価償却費 2,588,384
その他 -

その他の業務費用 376,472
支払利息 153,430
徴収不能引当金繰入額 15,136
その他 207,906

移転費用 19,785,831 ※

補助金等 13,513,633
社会保障給付 4,411,194
他会計への繰出金 1,834,177
その他 26,828

経常収益 816,326 ※

使用料及び手数料 417,597
その他 398,730

純経常行政コスト 31,402,648
臨時損失 56,155

災害復旧事業費 8,118
資産除売却損 2,238
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 45,799
その他 -

臨時利益 6,075
資産売却益 6,075
その他 -

純行政コスト 31,452,728

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

前年度末純資産残高 36,576,153 80,704,652 △ 44,128,499

純行政コスト（△） △ 31,452,728 △ 31,452,728

財源 31,491,800 31,491,800

税収等 18,751,727 18,751,727

国県等補助金 12,740,073 12,740,073

本年度差額 39,072 39,072

固定資産等の変動（内部変動） △ 474,385 474,385

有形固定資産等の増加 5,563,259 △ 5,563,259

有形固定資産等の減少 △ 6,036,492 6,036,492

貸付金・基金等の増加 611,473 △ 611,473

貸付金・基金等の減少 △ 612,625 612,625

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 8,970 △ 8,970

その他 38 - 38

本年度純資産変動額 30,141 ※ △ 483,355 513,495

本年度末純資産残高 36,606,293 80,221,297 △ 43,615,004

※ 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）



一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 29,636,157

業務費用支出 9,726,945
人件費支出 4,275,839
物件費等支出 5,087,435
支払利息支出 153,430
その他の支出 210,241

移転費用支出 19,909,212
補助金等支出 13,637,013
社会保障給付支出 4,411,194
他会計への繰出支出 1,834,177
その他の支出 26,828

業務収入 31,987,081
税収等収入 18,582,510
国県等補助金収入 12,586,781
使用料及び手数料収入 419,308
その他の収入 398,482

臨時支出 8,118
災害復旧事業費支出 8,118
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 2,342,806
【投資活動収支】

投資活動支出 2,838,002
公共施設等整備費支出 1,745,260
基金積立金支出 532,965
投資及び出資金支出 559,777
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 864,059 ※

国県等補助金収入 153,292
基金取崩収入 481,179
貸付金元金回収収入 54,252
資産売却収入 10,009
その他の収入 165,328

投資活動収支 △ 1,973,943
【財務活動収支】

財務活動支出 3,042,131
地方債償還支出 3,005,935
その他の支出 36,196

財務活動収入 2,601,574
地方債発行収入 2,601,574
その他の収入 -

財務活動収支 △ 440,557
△ 71,693 ※

692,770
621,077

前年度末歳計外現金残高 77,515
本年度歳計外現金増減額 △ 14,954
本年度末歳計外現金残高 62,562 ※

本年度末現金預金残高 683,639

※ 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


