
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 243,951,460 ※ 固定負債 136,214,939 ※

有形固定資産 234,790,053 地方債等 87,530,143
事業用資産 78,125,862 ※ 退職手当引当金 6,884,591

土地 38,445,143 その他 41,800,206
立木竹 866,254 流動負債 9,566,512 ※

建物 76,765,714 1年内償還予定地方債等 6,957,309
建物減価償却累計額 △ 42,541,956 未払金 720,345
工作物 6,011,235 前受金 33,053
工作物減価償却累計額 △ 3,519,064 賞与等引当金 608,947
船舶 139,283 預り金 332,457
船舶減価償却累計額 △ 139,282 その他 914,400
建設仮勘定 2,098,536 145,781,451

インフラ資産 153,622,175 ※ 【純資産の部】
土地 25,052,590 固定資産等形成分 246,391,400
建物 4,878,384 余剰分（不足分） △ 139,095,886
建物減価償却累計額 △ 1,753,337
工作物 203,215,322
工作物減価償却累計額 △ 82,136,233
建設仮勘定 4,365,448

物品 7,372,683
物品減価償却累計額 △ 4,330,667

無形固定資産 185,297 ※

ソフトウェア 179,633
その他 5,665

投資その他の資産 8,976,110
投資及び出資金 1,134,860 ※

有価証券 133,311
出資金 1,001,548

長期延滞債権 432,849
長期貸付金 1,173,970
基金 6,291,056

減債基金 476,343
その他 5,814,713

徴収不能引当金 △ 56,624
流動資産 9,125,505 ※

現金預金 5,807,555
未収金 870,073
短期貸付金 78,434
基金 2,361,506

財政調整基金 2,261,506
減債基金 100,000

棚卸資産 12,670
その他 300
徴収不能引当金 △ 5,034 107,295,514

253,076,965 253,076,965

※ 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。

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

純資産合計

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



（単位：千円）

経常費用 84,135,358 ※

業務費用 28,570,587 ※

人件費 8,527,431
職員給与費 7,135,326
賞与等引当金繰入額 91,512
その他 1,300,593

物件費等 18,752,862
物件費 9,323,656
維持補修費 1,243,048
減価償却費 7,891,714
その他 294,444

その他の業務費用 1,290,294 ※

支払利息 853,165
徴収不能引当金繰入額 18,907
その他 418,221

移転費用 55,564,772 ※

補助金等 48,205,158
社会保障給付 8,845,853
他会計への繰出金 △ 1,494,281
その他 8,041

経常収益 7,706,818 ※

使用料及び手数料 3,891,630
その他 3,815,189

純経常行政コスト 76,428,540
臨時損失 181,366 ※

災害復旧事業費 130,291
資産除売却損 13,142
その他 37,934

臨時利益 10,368
資産売却益 10,180
その他 188

純行政コスト 76,599,538

※ 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



（単位：千円）

前年度末純資産残高 106,664,033 ※ 248,192,265 △ 141,528,233

純行政コスト（△） △ 76,599,538 △ 76,599,538

財源 77,982,522 ※ 77,982,522 ※

税収等 37,748,818 37,748,818

国県等補助金 40,233,705 40,233,705

本年度差額 1,382,984 1,382,984

固定資産等の変動（内部変動） 31,626 ※ △ 31,626 ※

有形固定資産等の増加 10,889,716 △ 10,889,716

有形固定資産等の減少 △ 10,334,963 10,334,963

貸付金・基金等の増加 1,535,455 △ 1,535,455

貸付金・基金等の減少 △ 2,058,583 2,058,583

資産評価差額 7,856 7,856

無償所管換等 △ 359,359 △ 359,359

その他 △ 400,000 △ 1,480,988 1,080,988

本年度純資産変動額 631,481 △ 1,800,865 2,432,346

本年度末純資産残高 107,295,514 ※ 246,391,400 △ 139,095,886 ※

※ 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）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 77,893,746

業務費用支出 22,331,361
人件費支出 9,721,204
物件費等支出 11,660,737
支払利息支出 853,165
その他の支出 96,255

移転費用支出 55,562,385
補助金等支出 48,202,772
社会保障給付支出 8,845,853
他会計への繰出支出 △ 1,494,281
その他の支出 8,041

業務収入 82,857,415
税収等収入 37,349,130
国県等補助金収入 38,881,120
使用料及び手数料収入 4,051,819
その他の収入 2,575,346

臨時支出 137,148
災害復旧事業費支出 130,291
その他の支出 6,857

臨時収入 77,938
業務活動収支 4,904,459
【投資活動収支】

投資活動支出 10,663,089
公共施設等整備費支出 8,994,147
基金積立金支出 839,900
貸付金支出 829,042

投資活動収入 5,439,667 ※

国県等補助金収入 2,087,075
基金取崩収入 1,891,756
貸付金元金回収収入 913,774
資産売却収入 18,580
その他の収入 528,481

投資活動収支 △ 5,223,422
【財務活動収支】

財務活動支出 7,069,352
地方債償還支出 6,679,783
その他の支出 389,569

財務活動収入 7,238,274
地方債発行収入 6,876,888
その他の収入 361,386

財務活動収支 168,922
△ 150,041
5,636,824
5,486,783

前年度末歳計外現金残高 201,003
本年度歳計外現金増減額 119,769
本年度末歳計外現金残高 320,772
本年度末現金預金残高 5,807,555

※ 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



１．重要な会計方針
有形固定資産等の評価基準及び評価方法

原則として、昭和59年度以前取得分については「再調達原価」にて評価を行い、昭和60年
度以降取得分については「取得原価」により評価しています。ただし、開始時における有
形固定資産については、昭和60年度以降取得分であっても取得原価が不明なものは再調達
原価としています。
　道路・河川及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘価額１円としていま
す。
　道路の敷地の一部については、路線単位で資産を計上しています。
　地方公営企業が適用される会計については、地方公営企業会計基準によっています。
　その他、有形固定資産等の評価基準及び評価方法等については、統一的な基準による地
方公会計マニュアルに準じて行っています。

有価証券等の評価基準及び評価方法
 　市場価格のある有価証券等については、基準日時点における市場価格により評価して
います。
　市場価格のない有価証券等については、出資金額等により評価しています。ただし、実
質価格が著しく低下した場合には、相当の減額を行うものとしています。

有形固定資産等の減価償却の方法
　有形固定資産及び無形固定資産については、定額法を採用しています。

引当金の計上基準及び算定方法
・徴収不能引当金
　過去５年間の平均不納欠損率により計上しています。
・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。
・退職手当引当金
　地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従って
います。

リース取引の処理方法
　ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に
よっています。

全体資金収支計算書における資金の範囲
　地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

採用した消費税等の会計処理

連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合は、当該決算日及び連結のため当該
連結対象団体（会計）について特に行った処理の概要

その他全体財務書類作成のための基本となる重要な事項

２．重要な会計方針の変更等
会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が全体財務
書類に与えている影響の内容

表示方法を変更した場合には、その旨

全体資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変
更が全体資金収支計算書に与えている影響の内容

３．重要な後発事象
主要な業務の改廃

組織・機構の大幅な変更

地方財政制度の大幅な改正

重大な災害等の発生

その他重要な後発事象



４．偶発債務
保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していない
ものの内訳（全体貸借対照表計上額及び未計上額））

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

その他主要な偶発債務

５．追加情報
連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及
び連結対象と判断した理由

 　全体財務書類の対象範囲は次のとおりです。
一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、平尾墓園事業特別会計
水道事業会計、工業用水道事業会計、公共下水道事業会計、港務局会計、渡海船事業特別
会計、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会
計、工業用地造成事業特別会計
一般会計等 一般会計 ： 全部連結
一般会計等 住宅新築資金等貸付事業特別会計 ： 全部連結
一般会計等 平尾墓園事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計 上水道事業会計 ： 全部連結
公営企業会計 工業用水道事業会計 ： 全部連結
公営企業会計 公共下水道事業特別会計 ： 全部連結
公営企業会計 港務局会計 ： 全部連結
その他 渡海船事業特別会計 ： 全部連結
その他 国民健康保険事業特別会計 ： 全部連結
その他 介護保険事業特別会計 ： 全部連結
その他 後期高齢者医療事業特別会計 ： 全部連結
その他 工業用地造成事業特別会計 ： 全部連結

出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納
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る
旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と修正
の仕方

　財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間を設けられて
いる団体（会計）においては、出納整理期間における現金の受け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おります。（地方自治法第235条の5「普通地方公共団
体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する」）

表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額に齟齬が生じ
る場合は、その旨

 　表示単位未満の金額は四捨五入することとしておりますが、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。

その他全体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

全体貸借対照表に係るものとして、減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定
資産の科目別または一括による減価償却累計額

事業用資産／建物 ： 42,541,956,197円
事業用資産／工作物 ： 3,519,063,503円
事業用資産／船舶 ： 139,282,499円
事業用資産／浮標等 ： 0円
事業用資産／航空機 ： 0円
事業用資産／その他 ： 0円
インフラ資産／建物 ： 1,753,336,799円
インフラ資産／工作物 ： 82,136,232,535円
インフラ資産／その他 ： 0円
物品 ： 4,330,667,218円


