
様式第 号

貸借対照表
令和 3年 3 31日現在

令和 2年度

一般会計 単位：

科目 金額 科目 金額

資産の部 債の部
固定資産 32,【44,】92,【2】 固定 債 8,380,【25,43【

形固定資産 30,8】9,135,922 地方債 】,112,810,3【【
事業用資産 22,084,29】,0】9 長期 払金 0

土地 13,35【,591,3【3 退職手当引当金 1,22【,842,000
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 41,8】0,138,0【【 その他 40,9】3,0】0
建物減価償却累計額 △33,495,8【】,099 流動 債 1,004,321,2【2
工作物 1,304,【】3,【82 1年 償還予定地方債 【80,353,050
工作物減価償却累計額 △982,121,【24 払金 0
船舶 0 払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前 金 0
浮標等 0 前 収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞 等引当金 102,803,899
航空機 0 預り金 1】【,8【5,008
航空機減価償却累計額 0 その他 44,299,305
その他 0 債合計 9,384,94【,【98
その他減価償却累計額 0

純資産の部建設仮 定 30,882,【91
固定資産等形成分 35,252,301,9】4インフラ資産 8,595,【32,143
余剰分( 足分 △8,】41,【【1,1】8土地 4,【44,【59,】24

建物 】】】,035,0【0
建物減価償却累計額 △502,】【4,【88

1】,294,091,051工作物
工作物減価償却累計額 △13,【【2,28【,142
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮 定 44,89】,138

物品 854,52】,】52
物品減価償却累計額 △【55,321,052

無形固定資産 30,521,999
ソフト ア 30,521,999
その他 0

投資その他の資産 1,】35,134,】0【
投資及び出資金 2【【,18】,000

価証券 0
出資金 3,304,000
その他 2【2,883,000

投資損失引当金 0
長期延滞債権 5】,383,95【
長期貸付金 0
基金 1,415,142,8【4

減債基金 0
その他 1,415,142,8【4

その他 0
徴収 能引当金 △3,5】9,114

流動資産 3,250,】94,8【】
現金預金 【30,450,】22
収金 40,88【,3【1

短期貸付金 0
基金 2,5】9,【13,213

政調整基金 2,0【【,【】5,】04
減債基金 512,93】,509

棚卸資産 0
その他 0
徴収 能引当金 △155,429 純資産合計 2【,510,【40,】9【

資産合計 35,895,58】,494 債及び純資産合計 35,895,58】,494



様式第 号

行政コスト計算書
自 令和 2年 4  1日
至 令和 3年 3 31日

一般会計 単位：

科目 金額

経常費用     12,98【,835,400

業 費用      4,308,】09,3】4

人件費      1,552,9【4,092

職員給 費      1,135,4【【,【00

賞 等引当金繰入額        102,803,899

退職手当引当金繰入額        135,45【,【50

その他        1】9,23【,943

物件費等      2,【84,4】1,【1【

物件費      1,403,】8】,521

       110,】34,【85維持補修費

減価償却費      1,1【9,949,410

その他                  0

その他の業 費用         】1,2】3,【【【

支払利息         30,】52,413

徴収 能引当金繰入額          2,323,439

その他         38,19】,814

移転費用      8,【】8,12【,02【

補助金等      【,495,480,401

社会保障給付      1,】04,23】,215

他会計への繰出金        4】】,058,932

その他          1,349,4】8

経常収益        58】,124,599

使用料及び手数料        31】,【】3,95【

       2【9,450,【43その他

純経常行政コスト     12,399,】10,801

臨時損失            532,984

災害復旧事業費                  0

資産除売却損            532,984

投資損失引当金繰入額                  0

損失補償等引当金繰入額                  0

その他                  0

臨時利益          】,3】1,4】0

資産売却益          】,3】1,4】0

その他                  0

純行政コスト     12,392,8】2,315



様式第 号

純資産変動計算書
自 令和 2年 4  1日

令和 3年 3 31日至

一般会計 単位：

科目 合計 固定資産 余剰分
等形成分 足分

前年度 純資産残高 2】,0【0,548,【3【 35,【88,312,083 △8,【2】,】【3,44】

純行政コスト(△) △12,392,8】2,315 △12,392,8】2,315

源 11,840,245,80】 11,840,245,80】

税収等 【,042,542,5【0 【,042,542,5【0

国県等補助金 5,】9】,】03,24】 5,】9】,】03,24】

年度差額 △552,【2【,508 △552,【2【,508

固定資産等の変動( 部変動) △438,】28,】】】 438,】28,】】】

形固定資産等の増加 】50,23】,】11 △】50,23】,】11

形固定資産等の減少 △1,193,94【,94】 1,193,94【,94】

△505,0【3,9【1貸付金・基金等の増加 505,0【3,9【1

貸付金・基金等の減少 500,083,502△500,083,502

資産評価差額 0 0

無償所管換等 2,】18,【【8 2,】18,【【8

その他 0 0 0

△43【,010,109年度純資産変動額 △549,90】,840 △113,89】,】31

2【,510,【40,】9【 35,252,301,9】4 △8,】41,【【1,1】8年度 純資産残高



様式第 号

資金収支計算書
自 令和 2年 4  1日

至 令和 3年 3 31日
単位：一般会計

科目 金額

業 活動収支
業 支出    11,】】1,98】,】【8

業 費用支出     3,093,8【1,】42
人件費支出     1,510,54】,3【3
物件費等支出     1,514,522,20【
支払利息支出        30,】52,413
その他の支出        38,039,】【0

移転費用支出     8,【】8,12【,02【
補助金等支出     【,495,480,401
社会保障給付支出     1,】04,23】,215
他会計への繰出支出       4】】,058,932
その他の支出         1,349,4】8

業 収入    12,218,948,2】4
税収等収入     【,034,】29,40】
国県等補助金収入     5,599,315,20【
使用料及び手数料収入       315,】34,118
その他の収入       2【9,1【9,543

臨時支出           532,9】】
災害復旧事業費支出                 0
その他の支出           532,9】】

臨時収入                 0

業 活動収支       44【,42】,529

投資活動収支
投資活動支出     1,201,【0】,109

公共施設等整備費支出       】2【,290,】11
基金積立金支出       3】2,509,398
投資及び出資金支出        】2,80】,000
貸付金支出        30,000,000
その他の支出                 0

投資活動収入       【9【,490,090
国県等補助金収入       198,388,041
基金 崩収入       43【,】33,049
貸付金元金回収収入        30,000,000
資産売却収入        31,3【9,000
その他の収入                 0

投資活動収支     △505,11】,019

活動収支
活動支出       】00,915,【10

地方債償還支出       【42,【3】,102
その他の支出        58,2】8,508
活動収入       8【2,481,000

地方債発行収入       8【2,481,000
その他の収入                 0

活動収支       1【1,5【5,390

年度資金収支額       102,8】5,900

前年度 資金残高       350,】09,814

年度 資金残高       453,585,】14

前年度 歳計外現金残高       1】9,509,855

年度歳計外現金増減額       △2,【44,84】

年度 歳計外現金残高       1】【,8【5,008

年度 現金預金残高       【30,450,】22


