
【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 34,929,244   固定負債 9,452,002

    有形固定資産 31,113,976     地方債等 8,403,174

      事業用資産 17,751,445     長期未払金 17,508

        土地 2,420,509     退職手当引当金 837,586

        立木竹 2,337,281     損失補償等引当金 -

        建物 34,389,992     その他 193,734

        建物減価償却累計額 -21,806,700   流動負債 1,183,545

        工作物 668,657     １年内償還予定地方債等 984,261

        工作物減価償却累計額 -313,839     未払金 50,968

        船舶 159,647     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -158,302     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 101,351

        航空機 -     預り金 14,624

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,341

        その他 - 負債合計 10,635,547

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 54,201   固定資産等形成分 35,732,562

      インフラ資産 12,853,118   余剰分（不足分） -9,061,140

        土地 12,266   他団体出資等分 -

        建物 28,605,348

        建物減価償却累計額 -19,540,052

        工作物 7,877,887

        工作物減価償却累計額 -4,102,330

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,230,704

      物品減価償却累計額 -721,291

    無形固定資産 87,535

      ソフトウェア 87,483

      その他 52

    投資その他の資産 3,727,732

      投資及び出資金 11,846

        有価証券 4,809

        出資金 7,037

        その他 -

      長期延滞債権 46,452

      長期貸付金 37,303

      基金 3,640,632

        減債基金 815,631

        その他 2,825,001

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,500

  流動資産 2,377,725

    現金預金 1,478,552

    未収金 82,123

    短期貸付金 -

    基金 803,318

      財政調整基金 802,923

      減債基金 396

    棚卸資産 13,731

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 26,671,422

資産合計 37,306,969 負債及び純資産合計 37,306,969

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 8,135

    その他 3,361

純行政コスト 7,207,862

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 11,496

  臨時損失 15,905

    災害復旧事業費 15,885

    資産除売却損 21

    使用料及び手数料 590,199

    その他 129,957

純経常行政コスト 7,203,452

      社会保障給付 325,097

      その他 5,301

  経常収益 720,156

        その他 49,112

    移転費用 3,244,355

      補助金等 2,913,956

      その他の業務費用 115,205

        支払利息 61,123

        徴収不能引当金繰入額 4,969

        維持補修費 76,549

        減価償却費 1,539,206

        その他 1,254

        その他 166,294

      物件費等 3,085,822

        物件費 1,468,813

        職員給与費 1,214,265

        賞与等引当金繰入額 96,903

        退職手当引当金繰入額 764

  経常費用 7,923,608

    業務費用 4,679,254

      人件費 1,478,227

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 27,422,795 36,879,336 -9,456,541 -

  純行政コスト（△） -7,207,862 -7,207,862 -

  財源 6,479,003 6,479,003 -

    税収等 4,572,848 4,572,848 -

    国県等補助金 1,906,155 1,906,155 -

  本年度差額 -728,859 -728,859 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,113,854 1,113,854

    有形固定資産等の増加 505,251 -505,251

    有形固定資産等の減少 -1,542,871 1,542,871

    貸付金・基金等の増加 169,771 -169,771

    貸付金・基金等の減少 -246,006 246,006

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -44,938 -44,938

  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 22,424 12,018 10,406 -

  その他 0 0 -

  本年度純資産変動額 -751,373 -1,146,774 395,401 -

本年度末純資産残高 26,671,422 35,732,562 -9,061,140 -

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 11,386

本年度歳計外現金増減額 2,719

本年度末歳計外現金残高 14,105

本年度末現金預金残高 1,478,552

財務活動収支 -447,230

本年度資金収支額 -33,766

前年度末資金残高 1,490,051

比例連結割合変更に伴う差額 8,162

本年度末資金残高 1,464,447

    地方債等償還支出 902,302

    その他の支出 32,354

  財務活動収入 487,426

    地方債等発行収入 487,426

    その他の収入 -

    資産売却収入 8,138

    その他の収入 48,508

投資活動収支 -276,430

【財務活動収支】

  財務活動支出 934,656

    その他の支出 -

  投資活動収入 401,698

    国県等補助金収入 166,302

    基金取崩収入 150,637

    貸付金元金回収収入 28,113

  投資活動支出 678,128

    公共施設等整備費支出 505,257

    基金積立金支出 131,855

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,016

    災害復旧事業費支出 15,885

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 689,893

【投資活動収支】

    税収等収入 4,947,548

    国県等補助金収入 1,797,964

    使用料及び手数料収入 592,489

    その他の収入 151,231

  臨時支出 15,885

    移転費用支出 3,641,675

      補助金等支出 3,311,277

      社会保障給付支出 325,097

      その他の支出 5,301

  業務収入 7,489,232

    業務費用支出 3,141,778

      人件費支出 1,475,987

      物件費等支出 1,555,409

      支払利息支出 61,123

      その他の支出 49,259

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 6,783,454


