
*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 274,900,416 ※ 固定負債 81,229,210 ※

有形固定資産 268,531,832 ※ 地方債等 55,510,014
事業用資産 104,937,475 長期未払金 -

土地 41,479,015 退職手当引当金 4,739,162
立木竹 2,781,809 損失補償等引当金 -
建物 123,235,708 その他 20,980,033
建物減価償却累計額 △ 71,746,717 流動負債 6,446,657
工作物 15,135,030 1年内償還予定地方債等 4,686,645
工作物減価償却累計額 △ 7,123,414 未払金 1,347,514
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 7
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 352,520
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 59,971
その他 - 87,675,866 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,176,044 固定資産等形成分 286,687,807

インフラ資産 157,924,939 ※ 余剰分（不足分） △ 81,666,338
土地 4,602,861
建物 7,536,370
建物減価償却累計額 △ 3,380,969
工作物 318,313,541
工作物減価償却累計額 △ 173,877,537
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 4,730,672

物品 18,045,654
物品減価償却累計額 △ 12,376,236

無形固定資産 7,954
ソフトウェア -
その他 7,954

投資その他の資産 6,360,630
投資及び出資金 730,055

有価証券 400,040
出資金 330,015
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 179,022
長期貸付金 368,051
基金 5,092,487

減債基金 -
その他 5,092,487

その他 -
徴収不能引当金 △ 8,985

流動資産 17,796,919
現金預金 4,420,804
未収金 1,592,327
短期貸付金 39,241
基金 11,748,150

財政調整基金 7,239,199
減債基金 4,508,951

棚卸資産 9,536
その他 0
徴収不能引当金 △ 13,139

繰延資産 - 205,021,469
292,697,335 292,697,335

※ 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。

全体貸借対照表
（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



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

経常費用 47,590,638 ※

業務費用 19,554,026
人件費 5,992,112 ※

職員給与費 4,723,656
賞与等引当金繰入額 348,759
退職手当引当金繰入額 5,666
その他 914,032

物件費等 11,648,649
物件費 7,071,990
維持補修費 1,137,451
減価償却費 3,435,854
その他 3,354

その他の業務費用 1,913,264
支払利息 377,760
徴収不能引当金繰入額 4,810
その他 1,530,694

移転費用 28,036,612 ※

補助金等 12,486,726
社会保障給付 15,338,587
他会計への繰出金 0
その他 211,298

経常収益 3,187,515 ※

使用料及び手数料 1,865,915
その他 1,321,599

純経常行政コスト 44,403,123
臨時損失 3,575,492

災害復旧事業費 3,506,342
資産除売却損 69,100
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 50

臨時利益 7,270
資産売却益 2,521
その他 4,749

純行政コスト 47,971,345

※ 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。

全体行政コスト計算書
自　令和２年４月１日　

至　令和３年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

前年度末純資産残高 215,316,014 289,052,996 △ 73,736,982

純行政コスト（△） △ 47,971,345 △ 47,971,345

財源 48,083,600 ※ 48,083,600 ※

税収等 25,121,369 25,121,369

国県等補助金 22,962,232 22,962,232

本年度差額 112,255 112,255

固定資産等の変動（内部変動） 2,231,690 △ 2,231,690

有形固定資産等の増加 10,557,344 △ 10,557,344

有形固定資産等の減少 △ 5,501,693 5,501,693

貸付金・基金等の増加 2,192,138 △ 2,192,138

貸付金・基金等の減少 △ 5,016,099 5,016,099

資産評価差額 22,019 22,019

無償所管換等 1,031,320 1,031,320

その他 △ 11,460,138 △ 5,650,217 △ 5,809,921

本年度純資産変動額 △ 10,294,545 ※ △ 2,365,189 ※ △ 7,929,356

本年度末純資産残高 205,021,469 286,687,807 △ 81,666,338

※ 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。

全体純資産変動計算書
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）



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 44,170,101 ※

業務費用支出 16,133,489 ※

人件費支出 6,216,465
物件費等支出 7,971,964
支払利息支出 377,760
その他の支出 1,567,299

移転費用支出 28,036,612 ※

補助金等支出 12,486,726
社会保障給付支出 15,338,587
他会計への繰出支出 0
その他の支出 211,298

業務収入 47,121,520 ※

税収等収入 24,267,682
国県等補助金収入 19,634,183
使用料及び手数料収入 1,865,915
その他の収入 1,353,739

臨時支出 3,506,342
災害復旧事業費支出 3,506,342
その他の支出 -

臨時収入 1,878,105
業務活動収支 1,323,182
【投資活動収支】

投資活動支出 9,735,037
公共施設等整備費支出 7,542,899
基金積立金支出 2,137,728
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 54,410
その他の支出 0

投資活動収入 6,591,916 ※

国県等補助金収入 1,449,944
基金取崩収入 4,982,810
貸付金元金回収収入 33,395
資産売却収入 2,521
その他の収入 123,247

投資活動収支 △ 3,143,120 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 4,295,197

地方債償還支出 4,295,197
その他の支出 -

財務活動収入 6,791,200
地方債発行収入 6,791,200
その他の収入 0

財務活動収支 2,496,003
676,064 ※

3,744,740
4,420,804

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 4,420,804

※ 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

全体資金収支計算書
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
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