
【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 98,895,417   固定負債 15,743,769

    有形固定資産 93,607,527     地方債等 13,825,027

      事業用資産 20,788,165     長期未払金 -

        土地 2,163,628     退職手当引当金 1,873,030

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 3,796,424     その他 45,711

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,183,686

        建物 25,685,986     １年内償還予定地方債等 1,883,447

        建物減価償却累計額 -15,972,621     未払金 35,174

        建物減損損失累計額 -     未払費用 135

        工作物 7,448,986     前受金 196

        工作物減価償却累計額 -2,544,717     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 179,478

        船舶 -     預り金 85,090

        船舶減価償却累計額 -     その他 167

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,927,455

        浮標等 50,932 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -23,503   固定資産等形成分 105,065,407

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,346,100

        航空機 -   他団体出資等分 -50,631

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 32,202

        その他減価償却累計額 -27,614

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 178,460

      インフラ資産 70,761,082

        土地 537,967

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,464,458

        建物減価償却累計額 -928,352

        建物減損損失累計額 -

        工作物 198,369,737

        工作物減価償却累計額 -129,144,402

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 461,674

      物品 3,970,613

      物品減価償却累計額 -1,912,333

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 117,491

      ソフトウェア 117,450

      その他 42

    投資その他の資産 5,170,399

      投資及び出資金 24,231

        有価証券 110

        出資金 24,121

        その他 -

      長期延滞債権 45,240

      長期貸付金 402,378

      基金 4,700,595

        減債基金 -

        その他 4,700,595

      その他 3

      徴収不能引当金 -2,047

  流動資産 8,700,713

    現金預金 2,336,104

    未収金 121,746

    短期貸付金 5,100

    基金 6,164,890

      財政調整基金 3,804,592

      減債基金 2,360,298

    棚卸資産 72,719

    その他 348

    徴収不能引当金 -193

  繰延資産 - 純資産合計 89,668,675

資産合計 107,596,130 負債及び純資産合計 107,596,130

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 5,608

    その他 2,138

純行政コスト 16,719,055

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 37

  臨時利益 7,746

  臨時損失 152,922

    災害復旧事業費 129,596

    資産除売却損 23,290

    使用料及び手数料 818,607

    その他 688,594

純経常行政コスト 16,573,879

      社会保障給付 332,481

      その他 18,188

  経常収益 1,507,201

        その他 78,866

    移転費用 7,248,897

      補助金等 6,898,228

      その他の業務費用 163,789

        支払利息 83,190

        徴収不能引当金繰入額 1,733

        維持補修費 399,235

        減価償却費 5,210,703

        その他 -

        その他 180,426

      物件費等 7,995,910

        物件費 2,385,971

        職員給与費 2,306,580

        賞与等引当金繰入額 178,750

        退職手当引当金繰入額 6,730

  経常費用 18,081,080

    業務費用 10,832,183

      人件費 2,672,485

連結行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 91,821,126 107,615,448 -15,749,508 -44,814

  純行政コスト（△） -16,719,055 -16,713,238 -5,817

  財源 14,583,850 14,583,850 -

    税収等 9,202,574 9,202,574 -

    国県等補助金 5,381,276 5,381,276 -

  本年度差額 -2,135,205 -2,129,387 -5,817

  固定資産等の変動（内部変動） -2,510,527 2,510,527

    有形固定資産等の増加 2,315,610 -2,315,610

    有形固定資産等の減少 -5,233,889 5,233,889

    貸付金・基金等の増加 862,477 -862,477

    貸付金・基金等の減少 -454,725 454,725

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -49,637 -49,637

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 27,915 5,114 22,801 -

  その他 4,476 5,009 -533

  本年度純資産変動額 -2,152,451 -2,550,041 403,408 -5,817

本年度末純資産残高 89,668,675 105,065,407 -15,346,100 -50,631

連結純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 88,155

本年度歳計外現金増減額 -5,613

本年度末歳計外現金残高 82,542

本年度末現金預金残高 2,336,104

財務活動収支 -527,900

本年度資金収支額 -79,575

前年度末資金残高 2,310,306

比例連結割合変更に伴う差額 22,831

本年度末資金残高 2,253,561

    地方債等償還支出 1,955,428

    その他の支出 165

  財務活動収入 1,427,693

    地方債等発行収入 1,427,693

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,295

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,996,178

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,955,593

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,042,831

    国県等補助金収入 590,697

    基金取崩収入 431,252

    貸付金元金回収収入 11,587

  投資活動支出 3,039,010

    公共施設等整備費支出 2,315,599

    基金積立金支出 694,431

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 28,980

    災害復旧事業費支出 129,596

    その他の支出 -

  臨時収入 656

業務活動収支 2,444,503

【投資活動収支】

    税収等収入 9,199,139

    国県等補助金収入 4,789,924

    使用料及び手数料収入 816,165

    その他の収入 635,018

  臨時支出 129,596

    移転費用支出 7,248,897

      補助金等支出 6,898,228

      社会保障給付支出 332,481

      その他の支出 18,188

  業務収入 15,440,245

    業務費用支出 5,617,906

      人件費支出 2,670,300

      物件費等支出 2,786,740

      支払利息支出 83,190

      その他の支出 77,676

連結資金収支計算書
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 12,866,803


