
【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 21,431,013   固定負債 11,028,313

    有形固定資産 18,853,755     地方債等 9,190,260

      事業用資産 12,515,448     長期未払金 -

        土地 2,898,068     退職手当引当金 1,576,905

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 2,078     その他 261,147

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 196,265

        建物 26,271,980     １年内償還予定地方債等 68,110

        建物減価償却累計額 -17,258,252     未払金 9,137

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 977,220     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -419,678     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 89,739

        船舶 -     預り金 0

        船舶減価償却累計額 -     その他 29,277

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,224,577

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 23,328,198

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -10,631,365

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        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 44,032

      インフラ資産 5,417,575

        土地 946,446

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,653,433

        建物減価償却累計額 -1,506,320

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,352,234

        工作物減価償却累計額 -2,081,648

        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 53,430

      物品 2,747,055

      物品減価償却累計額 -1,826,324

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,217

      ソフトウェア 15,217

      その他 -

    投資その他の資産 2,562,042

      投資及び出資金 50,944

        有価証券 17,480

        出資金 33,464

        その他 -

      長期延滞債権 52,039

      長期貸付金 77,000

      基金 2,383,122

        減債基金 -

        その他 2,383,122

      その他 1,860

      徴収不能引当金 -2,923

  流動資産 2,490,397

    現金預金 571,139

    未収金 19,036

    短期貸付金 -

    基金 1,897,185

      財政調整基金 1,557,958

      減債基金 339,227

    棚卸資産 3,290

    その他 -

    徴収不能引当金 -253

  繰延資産 - 純資産合計 12,696,833

資産合計 23,921,411 負債及び純資産合計 23,921,411

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 6,704

    その他 1,271

純行政コスト 9,456,427

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 7,975

  臨時損失 156,859

    災害復旧事業費 150,791

    資産除売却損 6,068

    使用料及び手数料 458,170

    その他 323,377

純経常行政コスト 9,307,543

      社会保障給付 428,406

      その他 6,974

  経常収益 781,546

        その他 54,324

    移転費用 5,691,747

      補助金等 5,256,367

      その他の業務費用 134,455

        支払利息 80,192

        徴収不能引当金繰入額 -61

        維持補修費 271,517

        減価償却費 944,166

        その他 48

        その他 233,972

      物件費等 2,783,139

        物件費 1,567,408

        職員給与費 1,152,516

        賞与等引当金繰入額 90,168

        退職手当引当金繰入額 3,092

  経常費用 10,089,089

    業務費用 4,397,343

      人件費 1,479,749

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

科目名 金額



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 11,421,548 22,881,515 -11,459,968 -

  純行政コスト（△） -9,456,427 -9,456,427 -

  財源 9,877,499 9,877,499 -

    税収等 6,601,639 6,601,639 -

    国県等補助金 3,275,860 3,275,860 -

  本年度差額 421,072 421,072 -

  固定資産等の変動（内部変動） -180,126 180,126

    有形固定資産等の増加 747,275 -747,275

    有形固定資産等の減少 -914,023 914,023

    貸付金・基金等の増加 350,435 -350,435

    貸付金・基金等の減少 -363,813 363,813

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 711,361 711,361

  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 34,789 56,935 -22,147 -

  その他 108,064 -141,487 249,551

  本年度純資産変動額 1,275,286 446,683 828,603 -

本年度末純資産残高 12,696,833 23,328,198 -10,631,365 -

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



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 0

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 0

本年度末現金預金残高 571,139

財務活動収支 -379,699

本年度資金収支額 163,997

前年度末資金残高 408,569

比例連結割合変更に伴う差額 -1,427

本年度末資金残高 571,139

    地方債等償還支出 1,154,567

    その他の支出 20,905

  財務活動収入 795,773

    地方債等発行収入 795,773

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,704

    その他の収入 29,100

投資活動収支 -609,311

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,175,472

    その他の支出 -

  投資活動収入 517,647

    国県等補助金収入 171,069

    基金取崩収入 215,330

    貸付金元金回収収入 95,445

  投資活動支出 1,126,958

    公共施設等整備費支出 779,431

    基金積立金支出 245,422

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 102,105

    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 1,153,007

【投資活動収支】

    税収等収入 6,596,515

    国県等補助金収入 3,104,791

    使用料及び手数料収入 457,839

    その他の収入 364,749

  臨時支出 -

    移転費用支出 5,691,747

      補助金等支出 5,256,367

      社会保障給付支出 428,406

      その他の支出 6,974

  業務収入 10,523,894

    業務費用支出 3,679,141

      人件費支出 1,496,354

      物件費等支出 2,090,053

      支払利息支出 80,172

      その他の支出 12,562

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,370,888


