
【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 9,106,560   固定負債 1,393,294

    有形固定資産 9,106,427     地方債 1,111,310

      事業用資産 5,058,464     長期未払金 -

        土地 1,692,839     退職手当引当金 281,984

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,657,256     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,291,631   流動負債 454,400

        工作物 0     １年内償還予定地方債 425,760

        工作物減価償却累計額 -     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 22,317

        航空機 -     預り金 6,323

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,847,694

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 10,945,767

      インフラ資産 224,469   余剰分（不足分） -1,797,737

        土地 224,469

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 4,687,326

      物品減価償却累計額 -863,833

    無形固定資産 122

      ソフトウェア 122

      その他 -

    投資その他の資産 10

      投資及び出資金 10

        有価証券 10

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,889,163

    現金預金 49,956

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 1,839,207

      財政調整基金 1,839,207

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 9,148,029

資産合計 10,995,723 負債及び純資産合計 10,995,723

 四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合があります。 

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

 四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合があります。 

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 金額

  経常費用 2,742,921

    業務費用 2,717,457

      人件費 379,513

        職員給与費 279,345

        賞与等引当金繰入額 21,405

        退職手当引当金繰入額 77,303

        その他 1,461

      物件費等 2,329,728

        物件費 1,499,120

        維持補修費 219,832

        減価償却費 610,335

        その他 441

      その他の業務費用 8,216

        支払利息 765

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 7,451

    移転費用 25,463

      補助金等 6,721

      社会保障給付 1,280

      他会計への繰出金 -

      その他 17,463

  経常収益 499,050

    使用料及び手数料 329,375

    その他 169,675

純経常行政コスト 2,243,871

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 2,243,871

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

（単位：千円）

科目 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 9,034,860 10,372,847 -1,337,987

  純行政コスト（△） -2,243,871 -2,243,871

  財源 2,357,040 2,357,040

    税収等 2,035,740 2,035,740

    国県等補助金 321,300 321,300

  本年度差額 113,169 113,169

  固定資産等の変動（内部変動） 572,920 -572,920

    有形固定資産等の増加 1,215,951 -1,215,951

    有形固定資産等の減少 -610,335 610,335

    貸付金・基金等の増加 32,780 -32,780

    貸付金・基金等の減少 -65,476 65,476

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 113,169 572,920 -459,751

本年度末純資産残高 9,148,029 10,945,767 -1,797,737

 四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合があります。 

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）

 四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合があります。 

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,140,426

    業務費用支出 2,114,962

      人件費支出 387,353

      物件費等支出 1,726,844

      支払利息支出 765

      その他の支出 -

    移転費用支出 25,463

      補助金等支出 6,721

      社会保障給付支出 1,280

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 17,463

  業務収入 2,534,790

    税収等収入 2,035,740

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 329,375

    その他の収入 169,675

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 321,300

業務活動収支 715,664

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,248,731

    公共施設等整備費支出 1,215,951

    基金積立金支出 32,780

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 65,476

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 65,476

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,183,255

【財務活動収支】

  財務活動支出 140,118

    地方債償還支出 140,118

    その他の支出 -

  財務活動収入 587,300

    地方債発行収入 587,300

前年度末歳計外現金残高 6,284

本年度歳計外現金増減額 39

本年度末歳計外現金残高 6,323

本年度末現金預金残高 49,956

    その他の収入 -

財務活動収支 447,183

本年度資金収支額 -20,408

前年度末資金残高 64,041

本年度末資金残高 43,633



2022/3/3

１　重要な会計方針

　(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

　　　開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としております。

　　　また、開始後については、原則として取得原価とし再調達は行わないこととしております。

　(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

　　ア　満期保有目的有価証券

　　　　なし

　　イ　満期保有目的以外の有価証券

　　　　なし

　　ウ　出資金

　　　(ｱ) 市場価格があるもの

　　　　　なし

　　　(ｲ) 市場価格がないもの

　　　　　出資金額をもって貸借対照表価額としております。

　　　　　ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行うこととしてお　　　　ります。

　　　　　なお、出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当するものとしております。

　(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　なし

　(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

　　ア　有形固定資産（事業用資産、インフラ資産） 

　　　　定額法を採用しております。

　　イ　無形固定資産

　　　　定額法を採用しております。

　　ウ　リース資産

　　　　なし

　(5) 引当金の計上基準及び算定方法

　　ア　投資損失引当金

　　　　なし

　　イ　徴収不能引当金

　　　　なし

　　ウ　退職手当引当金

　　　　期末自己都合要支給額を計上しております。

　　エ　損失補償引当金

　　　　なし 

　　オ　賞与引当金

　　　　翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を　　　計上しています。

　(6) リース取引の処理方法

　　ア　ファイナンス・リース取引

　　　　なし

　　イ　オペレーティング・リース取引

　　　　なし　　　

　(7) 資金収支計算書における資金の範囲

　　　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の範囲としております。

　　　なお、現金同等物には、短期投資の他、出納整理期間中の取引により発生する資金の受払いも含んでおります。

　(8) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

　　ア　消費税及び地方消費税の会計処理

　　　　税込方式によっております。

　　イ　物品及びソフトウェアの計上基準

　　　　取得価格又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。

　　ウ　資本的支出と修繕費の区分基準

　　　　資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価格等のおおむね10％未満相当額以下であるときに　　　修繕費として処理しています。

２　重要な会計方針の変更等

　(1) 会計方針の変更

　　　なし

　(2) 表示方法の変更

　　　なし

　(3) 資金収支計算書における資金の範囲の変更

　　　なし

３　重要な後発事象

　(1) 主要な業務の改廃

　　　なし

　(2) 組織・機構の大幅な変更

　　　なし

　(3) 地方財政制度の大幅な改正

　　　なし

　(4) 重大な災害等の発生

　　　なし

４　偶発債務

　(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

　　　なし

　(2) 係争中の訴訟等

　　　なし

５　追加情報

　(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

　　ア　財務書類の対象範囲

　　　　一般会計

　　イ　出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

　　ウ　千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

　　エ　地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。

　　　(ｱ) 実質赤字比率　　－％

　　　(ｲ) 実質公債費比率　－％

　　　(ｳ) 将来負担比率　　－％

　　オ　利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

　　　　なし

　　カ　繰越事業に係る将来の支出予定額

　　　　なし

　　キ　過年度修正等に関する事項

　　　　なし

　(2) 貸借対照表に係る事項

　　ア　売却可能資産の範囲及び内訳

　　　　なし

　　イ　減債基金に係る積立不足額

　　　　なし

　　ウ　基金借入金

　　　　587,300千円

注　記
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2022/3/3

　　エ　地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額

　　　　なし

　　オ　将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）

　　　(ｱ) 一般会計に係る地方債の現在高

　　　　　なし

　　　(ｲ) 債務負担行為に基づく支出予定額

  　　　　なし

　　カ　地方自治法第234条第の3に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額

　　　　なし

　(3) 行政コスト計算書に係る事項

　　　なし

　(4) 純資産変動計算書に係る事項

　　ア　固定資産等形成分

　　　　固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

　　イ　余剰分（不足分）

　　　　純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

　(5) 資金収支計算書に係る事項

　　ア　基礎的財政収支

　　　　43,633千円

　　イ　一時借入金

　　　　なし

　　ウ　重要な非資金取引

　　　　なし
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