
 

 
（単位：千円）

資金収支計算書

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 46,250,816

    業務費用支出 14,980,546

      人件費支出 7,734,557

      物件費等支出 6,958,609

      支払利息支出 130,516

      その他の支出 156,863

    移転費用支出 31,270,270

      補助金等支出 21,372,151

      社会保障給付支出 6,168,762

      他会計への繰出支出 3,697,960

      その他の支出 31,397

  業務収入 50,873,993

    税収等収入 28,593,077

    国県等補助金収入 20,200,814

    使用料及び手数料収入 609,193

    その他の収入 1,470,910

  臨時支出 980,104

    災害復旧事業費支出 980,104

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,643,073

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,771,510

    公共施設等整備費支出 4,552,033

    基金積立金支出 176,550

    投資及び出資金支出 613,367

    貸付金支出 21,061

    その他の支出 1,408,500

  投資活動収入 3,455,362

    国県等補助金収入 1,597,701

    基金取崩収入 378,453

    貸付金元金回収収入 25,499

    資産売却収入 42,733

    その他の収入 1,410,976

投資活動収支 △ 3,316,149

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,797,607

    地方債償還支出 4,677,147

    その他の支出 120,460

  財務活動収入 3,860,700

    地方債発行収入 3,860,700

前年度末歳計外現金残高 363,442

本年度歳計外現金増減額 △ 36,096

本年度末歳計外現金残高 327,346

本年度末現金預金残高 1,472,651

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 936,907

本年度資金収支額 △ 609,983

前年度末資金残高 1,755,288

本年度末資金残高 1,145,305

（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 140,215,650 188,376,113 △ 48,160,463

  純行政コスト（△） △ 49,855,597 △ 49,855,597

  財源 50,519,197 50,519,197

    税収等 28,720,683 28,720,683

    国県等補助金 21,798,515 21,798,515

  本年度差額 663,600 663,600

  固定資産等の変動（内部変動） 111,303 △ 111,303

    有形固定資産等の増加 4,552,033 △ 4,552,033

    有形固定資産等の減少 △ 4,831,681 4,831,681

    貸付金・基金等の増加 946,583 △ 946,583

    貸付金・基金等の減少 △ 555,632 555,632

  資産評価差額 △ 525 △ 525

  無償所管換等 26,324 26,324

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 689,399 137,102 552,297

本年度末純資産残高 140,905,050 188,513,216 △ 47,608,166

純資産変動計算書

（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 185,717,945   固定負債 43,713,686

    有形固定資産 164,139,503     地方債 36,551,883

      事業用資産 58,129,172     長期未払金 -

        土地 25,995,104     退職手当引当金 6,934,151

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 88,094,420     その他 227,652

        建物減価償却累計額 △ 58,256,472   流動負債 5,525,127

        工作物 2,531,268     １年内償還予定地方債 4,672,355

        工作物減価償却累計額 △ 1,099,731     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 431,340

        航空機 -     預り金 327,346

        航空機減価償却累計額 -     その他 94,086

        その他 851,431 負債合計 49,238,813

        その他減価償却累計額 △ 525,439 【純資産の部】

        建設仮勘定 538,591   固定資産等形成分 188,513,216

      インフラ資産 102,337,317   余剰分（不足分） △ 47,608,166

        土地 34,142,545

        建物 1,209,524

        建物減価償却累計額 △ 544,228

        工作物 126,906,074

        工作物減価償却累計額 △ 62,829,445

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,452,846

      物品 5,498,417

      物品減価償却累計額 △ 1,825,402

    無形固定資産 58,204

      ソフトウェア 10,906

      その他 47,298

    投資その他の資産 21,520,237

      投資及び出資金 9,082,207

        有価証券 -

        出資金 9,082,207

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 94,175

      長期貸付金 1,735,068

      基金 10,630,254

        減債基金 -

        その他 10,630,254

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 21,467

  流動資産 4,425,918

    現金預金 1,472,651

    未収金 167,508

    短期貸付金 23,633

    基金 2,771,638

      財政調整基金 1,287,272

      減債基金 1,484,365

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 9,512 純資産合計 140,905,050

資産合計 190,143,863 負債及び純資産合計 190,143,863
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（単位：千円）

    その他 13

純行政コスト 49,855,597

    その他 6,118

  臨時利益 2,174

    資産売却益 2,161

    資産除売却損 703

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 48,870,846

  臨時損失 986,925

    災害復旧事業費 980,104

  経常収益 2,080,703

    使用料及び手数料 609,801

    その他 1,470,903

      社会保障給付 6,168,762

      他会計への繰出金 3,697,960

      その他 31,397

        その他 160,283

    移転費用 31,270,270

      補助金等 21,372,151

      その他の業務費用 318,978

        支払利息 130,516

        徴収不能引当金繰入額 28,178

        維持補修費 1,033,666

        減価償却費 4,790,406

        その他 67,730

        その他 2,521,562

      物件費等 11,749,015

        物件費 5,857,213

        職員給与費 3,942,032

        賞与等引当金繰入額 431,340

        退職手当引当金繰入額 718,351

  経常費用 50,951,550

    業務費用 19,681,279

      人件費 7,613,287

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
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