
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 326,674,147   固定負債 46,018,876

    有形固定資産 315,215,781     地方債 34,910,291

      事業用資産 133,164,221     長期未払金 -

        土地 60,417,103     退職手当引当金 7,243,780

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,113,730

        建物 132,555,219     その他 751,075

        建物減価償却累計額 -74,916,165   流動負債 6,970,331

        工作物 22,793,564     １年内償還予定地方債 5,065,175

        工作物減価償却累計額 -7,932,904     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 782,351

        航空機 -     預り金 904,440

        航空機減価償却累計額 -     その他 218,366

        その他 - 負債合計 52,989,207

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 247,403   固定資産等形成分 334,207,690

      インフラ資産 177,934,502   余剰分（不足分） -48,629,744

        土地 147,501,927

        建物 3,819,110

        建物減価償却累計額 -1,531,268

        工作物 61,209,648

        工作物減価償却累計額 -33,748,740

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 683,824

      物品 8,228,506

      物品減価償却累計額 -4,111,447

    無形固定資産 808,916

      ソフトウェア 808,916

      その他 -

    投資その他の資産 10,649,450

      投資及び出資金 452,707

        有価証券 -

        出資金 452,707

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 306,775

      長期貸付金 66,466

      基金 9,860,223

        減債基金 40,129

        その他 9,820,094

      その他 -

      徴収不能引当金 -36,721

  流動資産 11,893,006

    現金預金 4,023,532

    未収金 376,943

    短期貸付金 -

    基金 7,533,542

      財政調整基金 7,533,542

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -41,012 純資産合計 285,577,946

資産合計 338,567,153 負債及び純資産合計 338,567,153

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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

  経常費用 76,223,086

    業務費用 31,810,089

      人件費 12,092,868

        職員給与費 8,734,698

        賞与等引当金繰入額 782,351

        退職手当引当金繰入額 656,889

        その他 1,918,931

      物件費等 19,276,456

        物件費 12,842,394

        維持補修費 1,365,088

        減価償却費 5,059,699

        その他 9,274

      その他の業務費用 440,765

        支払利息 113,669

        徴収不能引当金繰入額 74,049

        その他 253,046

    移転費用 44,412,998

      補助金等 27,766,513

      社会保障給付 12,057,917

      他会計への繰出金 4,556,073

      その他 32,495

  経常収益 3,067,632

    使用料及び手数料 800,071

    その他 2,267,561

純経常行政コスト 73,155,454

  臨時損失 48,251

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4,248

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 44,341

純行政コスト 73,143,909

    その他 44,003

  臨時利益 59,796

    資産売却益 15,455



【様式第3号】

（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 283,094,407 332,209,366 -49,114,959

  純行政コスト（△） -73,143,909 -73,143,909

  財源 75,755,752 75,755,752

    税収等 40,423,230 40,423,230

    国県等補助金 35,332,522 35,332,522

  本年度差額 2,611,843 2,611,843

  固定資産等の変動（内部変動） 2,138,377 -2,138,377

    有形固定資産等の増加 8,739,539 -8,739,539

    有形固定資産等の減少 -6,065,054 6,065,054

    貸付金・基金等の増加 5,560,752 -5,560,752

    貸付金・基金等の減少 -6,096,859 6,096,859

  資産評価差額 319 319

  無償所管換等 -140,372 -140,372

  その他 11,750 - 11,750

  本年度純資産変動額 2,483,539 1,998,324 485,216

本年度末純資産残高 285,577,946 334,207,690 -48,629,744

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



【様式第4号】

（単位：円）

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

【業務活動収支】

  業務支出 71,373,073

    業務費用支出 26,960,075

      人件費支出 12,401,409

      物件費等支出 14,444,998

      支払利息支出 113,669

      その他の支出 -

    移転費用支出 44,412,998

      補助金等支出 27,766,513

      社会保障給付支出 12,057,917

      他会計への繰出支出 4,556,073

      その他の支出 32,495

  業務収入 76,769,788

    税収等収入 40,298,772

    国県等補助金収入 33,410,962

    使用料及び手数料収入 800,071

    その他の収入 2,259,983

  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 5,396,715

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,882,116

    公共施設等整備費支出 6,773,627

    基金積立金支出 2,209,409

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 899,080

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,683,129

    国県等補助金収入 1,921,560

    基金取崩収入 2,815,475

    貸付金元金回収収入 930,639

    資産売却収入 15,455

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,198,987

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,275,669

    地方債償還支出 4,971,258

    その他の支出 304,411

  財務活動収入 3,697,645

    地方債発行収入 3,697,645

前年度末歳計外現金残高 896,148

本年度歳計外現金増減額 8,291

本年度末歳計外現金残高 904,440

本年度末現金預金残高 4,023,532

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,578,024

本年度資金収支額 -380,296

前年度末資金残高 3,499,388

本年度末資金残高 3,119,092


