
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 87,038,239   固定負債 17,475,826

    有形固定資産 79,474,294     地方債 15,284,924

      事業用資産 42,041,172     長期未払金 -

        土地 13,564,844     退職手当引当金 2,190,902

        立木竹 4,107,944     損失補償等引当金 -

        建物 51,762,305     その他 -

        建物減価償却累計額 -27,815,515   流動負債 2,437,755

        工作物 695,865     １年内償還予定地方債 2,111,801

        工作物減価償却累計額 -284,068     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 134,674

        航空機 -     預り金 191,280

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 19,913,581

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,796   固定資産等形成分 89,221,306

      インフラ資産 37,144,957   余剰分（不足分） -18,418,385

        土地 55,276

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 110,214,561

        工作物減価償却累計額 -73,135,032

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,153

      物品 1,337,649

      物品減価償却累計額 -1,049,484

    無形固定資産 22,908

      ソフトウェア 22,908

      その他 -

    投資その他の資産 7,541,037

      投資及び出資金 94,185

        有価証券 20,798

        出資金 73,387

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 110,410

      長期貸付金 47,949

      基金 7,294,012

        減債基金 614,404

        その他 6,679,609

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,520

  流動資産 3,678,263

    現金預金 1,474,744

    未収金 22,770

    短期貸付金 -

    基金 2,183,066

      財政調整基金 2,183,066

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,318 純資産合計 70,802,920

資産合計 90,716,502 負債及び純資産合計 90,716,502

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

  経常費用 17,510,318

    業務費用 9,498,994

      人件費 2,634,726

        職員給与費 2,033,556

        賞与等引当金繰入額 134,674

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 466,496

      物件費等 6,695,565

        物件費 2,964,181

        維持補修費 158,154

        減価償却費 3,572,260

        その他 970

      その他の業務費用 168,704

        支払利息 107,035

        徴収不能引当金繰入額 2,810

        その他 58,858

    移転費用 8,011,323

      補助金等 3,681,608

      社会保障給付 4,086,264

      他会計への繰出金 -

      その他 243,451

  経常収益 1,103,165

    使用料及び手数料 510,782

    その他 592,383

純経常行政コスト 16,407,152

  臨時損失 149,111

    災害復旧事業費 11,481

    資産除売却損 137,630

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 16,556,264

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 68,483,374 88,437,379 -19,954,006

  純行政コスト（△） -16,556,264 -16,556,264

  財源 16,866,734 16,866,734

    税収等 11,277,859 11,277,859

    国県等補助金 5,588,875 5,588,875

  本年度差額 310,470 310,470

  固定資産等の変動（内部変動） -1,225,150 1,225,150

    有形固定資産等の増加 1,250,405 -1,250,405

    有形固定資産等の減少 -3,555,774 3,555,774

    貸付金・基金等の増加 1,737,160 -1,737,160

    貸付金・基金等の減少 -656,941 656,941

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,009,076 2,009,076

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 2,319,547 783,926 1,535,620

本年度末純資産残高 70,802,920 89,221,306 -18,418,385

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

※無償所管換等の中には、令和3年度中に固定資産台帳に追加した食育センター分を含みます。

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 13,959,417

    業務費用支出 5,948,094

      人件費支出 2,651,498

      物件費等支出 3,136,942

      支払利息支出 107,035

      その他の支出 52,618

    移転費用支出 8,011,323

      補助金等支出 3,681,608

      社会保障給付支出 4,086,264

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 243,451

  業務収入 17,359,365

    税収等収入 11,284,870

    国県等補助金収入 5,060,285

    使用料及び手数料収入 500,340

    その他の収入 513,870

  臨時支出 11,481

    災害復旧事業費支出 11,481

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,388,467

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,733,597

    公共施設等整備費支出 1,250,405

    基金積立金支出 1,476,179

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 7,013

    その他の支出 -

  投資活動収入 844,951

    国県等補助金収入 528,590

    基金取崩収入 256,912

    貸付金元金回収収入 8,672

    資産売却収入 50,778

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,888,646

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,111,801

    地方債償還支出 2,111,801

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,058,731

    地方債発行収入 1,058,731

前年度末歳計外現金残高 197,667

本年度歳計外現金増減額 -6,387

本年度末歳計外現金残高 191,280

本年度末現金預金残高 1,474,744

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,053,070

本年度資金収支額 446,750

前年度末資金残高 836,714

本年度末資金残高 1,283,464


