
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 86,251,064   固定負債 18,450,772

    有形固定資産 79,990,698     地方債 16,234,466

      事業用資産 40,888,583     長期未払金 -

        土地 13,704,572     退職手当引当金 2,216,306

        立木竹 4,107,944     損失補償等引当金 -

        建物 49,633,313     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 27,034,896   流動負債 2,564,443

        工作物 695,865     １年内償還予定地方債 2,215,329

        工作物減価償却累計額 △ 223,831     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 151,446

        航空機 -     預り金 197,667

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 21,015,215

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5,616   固定資産等形成分 88,433,629

      インフラ資産 38,810,501   余剰分（不足分） △ 19,954,006

        土地 47,106

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 109,675,171

        工作物減価償却累計額 △ 70,921,928

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,153

      物品 1,338,342

      物品減価償却累計額 △ 1,046,728

    無形固定資産 7,690

      ソフトウェア 7,690

      その他 -

    投資その他の資産 6,252,676

      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 47,381

      長期貸付金 49,721

      基金 6,064,099

        減債基金 521,992

        その他 5,542,107

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2,710

  流動資産 3,243,775

    現金預金 1,034,381

    未収金 29,212

    短期貸付金 -

    基金 2,182,565

      財政調整基金 2,182,565

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 2,384 純資産合計 68,479,624

資産合計 89,494,839 負債及び純資産合計 89,494,839

※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3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。

※臨時損失-資産売却損の中には、令和2年度中に固定資産台帳から削除した火葬場分を含みます

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

科目名 金額

  経常費用 21,405,137

    業務費用 9,590,571

      人件費 2,677,454

        職員給与費 2,013,008

        賞与等引当金繰入額 151,446

        退職手当引当金繰入額 28,432

        その他 484,568

      物件費等 6,657,703

        物件費 2,893,137

        維持補修費 291,938

        減価償却費 3,471,615

        その他 1,013

      その他の業務費用 255,414

        支払利息 131,086

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 124,329

    移転費用 11,814,566

      補助金等 7,217,017

      社会保障給付 3,240,789

      他会計への繰出金 1,311,966

      その他 44,794

  経常収益 1,248,094

    使用料及び手数料 489,790

    その他 758,305

純経常行政コスト 20,157,042

  臨時損失 797,447

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 797,447

    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 20,885,618

    その他 -

  臨時利益 68,871

    資産売却益 68,871



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 69,499,723 90,684,987 △ 21,185,265

  純行政コスト（△） △ 20,885,618 △ 20,885,618

  財源 19,858,157 19,858,157

    税収等 11,786,649 11,786,649

    国県等補助金 8,071,509 8,071,509

  本年度差額 △ 1,027,460 △ 1,027,460

  固定資産等の変動（内部変動） △ 2,258,719 2,258,719

    有形固定資産等の増加 1,876,250 △ 1,876,250

    有形固定資産等の減少 △ 3,562,643 3,562,643

    貸付金・基金等の増加 313,627 △ 313,627

    貸付金・基金等の減少 △ 885,953 885,953

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,361 7,361

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 1,020,099 △ 2,251,358 1,231,259

本年度末純資産残高 68,479,624 88,433,629 △ 19,954,006

※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。

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



【様式第4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。

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 17,909,201

    業務費用支出 6,094,635

      人件費支出 2,653,133

      物件費等支出 3,199,021

      支払利息支出 131,086

      その他の支出 111,396

    移転費用支出 11,814,566

      補助金等支出 7,217,017

      社会保障給付支出 3,240,789

      他会計への繰出支出 1,311,966

      その他の支出 44,794

  業務収入 20,587,927

    税収等収入 11,789,138

    国県等補助金収入 7,582,120

    使用料及び手数料収入 489,653

    その他の収入 727,017

  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 2,678,727

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,187,848

    公共施設等整備費支出 1,876,250

    基金積立金支出 302,898

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 8,700

    その他の支出 -

  投資活動収入 759,581

    国県等補助金収入 489,389

    基金取崩収入 97,212

    貸付金元金回収収入 1,000

    資産売却収入 171,980

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,428,267

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,024,798

    地方債償還支出 2,024,798

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,398,448

    地方債発行収入 1,398,448

前年度末歳計外現金残高 196,989

本年度歳計外現金増減額 679

本年度末歳計外現金残高 197,667

本年度末現金預金残高 1,034,381

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 626,350

本年度資金収支額 624,110

前年度末資金残高 212,604

本年度末資金残高 836,714


