
【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 33,978,622   固定負債 9,274,852

    有形固定資産 30,794,321     地方債等 8,365,482

      事業用資産 17,498,208     長期未払金 -

        土地 2,404,303     退職手当引当金 715,636

        立木竹 2,337,281     損失補償等引当金 -

        建物 34,219,414     その他 193,734

        建物減価償却累計額 -21,696,110   流動負債 1,137,177

        工作物 362,872     １年内償還予定地方債等 979,859

        工作物減価償却累計額 -129,552     未払金 19,683

        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 91,297

        航空機 -     預り金 13,999

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,340

        その他 - 負債合計 10,412,029

        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 34,780,804

      インフラ資産 12,851,283   余剰分（不足分） -8,923,310

        土地 10,431   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 990,580

      物品減価償却累計額 -545,750

    無形固定資産 73,036

      ソフトウェア 72,984

      その他 52

    投資その他の資産 3,111,266

      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 46,293

      長期貸付金 37,303

      基金 3,024,318

        減債基金 815,631

        その他 2,208,687

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,494

  流動資産 2,290,901

    現金預金 1,392,876

    未収金 82,113

    短期貸付金 -

    基金 802,182

      財政調整基金 802,182

      減債基金 -

    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 25,857,495

資産合計 36,269,524 負債及び純資産合計 36,269,524

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 7,042

    その他 3,360

純行政コスト 6,298,980

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10,402

  臨時損失 15,885

    災害復旧事業費 15,885

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 586,864

    その他 116,788

純経常行政コスト 6,293,498

      社会保障給付 325,097

      その他 5,100

  経常収益 703,653

        その他 42,452

    移転費用 2,556,717

      補助金等 2,226,520

      その他の業務費用 108,321

        支払利息 60,906

        徴収不能引当金繰入額 4,963

        維持補修費 73,197

        減価償却費 1,505,217

        その他 1,254

        その他 163,952

      物件費等 2,987,686

        物件費 1,408,018

        職員給与費 1,092,886

        賞与等引当金繰入額 86,850

        退職手当引当金繰入額 738

  経常費用 6,997,150

    業務費用 4,440,433

      人件費 1,344,426

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 26,670,126 35,956,121 -9,285,995 -

  純行政コスト（△） -6,298,980 -6,298,980 -

  財源 5,531,377 5,531,377 -

    税収等 3,721,198 3,721,198 -

    国県等補助金 1,810,179 1,810,179 -

  本年度差額 -767,603 -767,603 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,130,289 1,130,289

    有形固定資産等の増加 418,272 -418,272

    有形固定資産等の減少 -1,508,882 1,508,882

    貸付金・基金等の増加 57,864 -57,864

    貸付金・基金等の減少 -97,543 97,543

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -45,028 -45,028

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -812,631 -1,175,317 362,685 -

本年度末純資産残高 25,857,495 34,780,804 -8,923,310 -

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 10,590

本年度歳計外現金増減額 726

本年度末歳計外現金残高 11,316

本年度末現金預金残高 1,392,876

財務活動収支 -467,765

本年度資金収支額 -83,821

前年度末資金残高 1,465,381

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,381,559

    地方債等償還支出 896,482

    その他の支出 32,353

  財務活動収入 461,070

    地方債等発行収入 461,070

    その他の収入 -

    資産売却収入 7,045

    その他の収入 -

投資活動収支 -208,223

【財務活動収支】

  財務活動支出 928,835

    その他の支出 -

  投資活動収入 267,074

    国県等補助金収入 166,297

    基金取崩収入 92,532

    貸付金元金回収収入 1,200

  投資活動支出 475,297

    公共施設等整備費支出 418,272

    基金積立金支出 57,025

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 592,166

【投資活動収支】

    税収等収入 3,722,325

    国県等補助金収入 1,660,443

    使用料及び手数料収入 589,155

    その他の収入 115,376

  臨時支出 15,885

    移転費用支出 2,556,717

      補助金等支出 2,226,520

      社会保障給付支出 325,097

      その他の支出 5,100

  業務収入 6,087,300

    業務費用支出 2,922,532

      人件費支出 1,342,068

      物件費等支出 1,480,767

      支払利息支出 60,906

      その他の支出 38,791

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 5,479,249


