
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 16,069,194   固定負債 3,792,621

    有形固定資産 15,097,477     地方債等 3,112,185

      事業用資産 4,791,764     長期未払金 -

        土地 403,162     退職手当引当金 629,181

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 46,868     その他 51,255

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 573,888

        建物 11,313,864     １年内償還予定地方債等 529,522

        建物減価償却累計額 -7,447,742     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,034,695     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,559,581     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 32,793

        船舶 -     預り金 1,128

        船舶減価償却累計額 -     その他 10,445

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 4,366,509

        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 18,221,866

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,098,473

        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 497

      インフラ資産 9,877,750

        土地 36,283

        土地減損損失累計額 -

        建物 427,306

        建物減価償却累計額 -288,877

        建物減損損失累計額 -

        工作物 23,520,747

        工作物減価償却累計額 -13,890,121

        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 72,412

      物品 3,310,267

      物品減価償却累計額 -2,882,304

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 320

      ソフトウェア 320

      その他 -

    投資その他の資産 971,398

      投資及び出資金 29,605

        有価証券 30

        出資金 29,575

        その他 -

      長期延滞債権 3,772

      長期貸付金 660

      基金 927,369

        減債基金 -

        その他 927,369

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -9

  流動資産 2,420,708

    現金預金 266,593

    未収金 1,442

    短期貸付金 266

    基金 2,152,406

      財政調整基金 1,183,197

      減債基金 969,210

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 14,123,393

資産合計 18,489,901 負債及び純資産合計 18,489,901

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,300

    その他 5,621

純行政コスト 3,527,200

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,921

  臨時損失 40,012

    災害復旧事業費 36,034

    資産除売却損 3,979

    使用料及び手数料 145,708

    その他 152,336

純経常行政コスト 3,494,108

      社会保障給付 857,539

      その他 2,627

  経常収益 298,043

        その他 30,722

    移転費用 1,617,604

      補助金等 757,439

      その他の業務費用 63,085

        支払利息 32,356

        徴収不能引当金繰入額 6

        維持補修費 61,345

        減価償却費 863,724

        その他 2,821

        その他 141,983

      物件費等 1,567,838

        物件費 639,949

        職員給与費 368,848

        賞与等引当金繰入額 32,793

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,792,151

    業務費用 2,174,547

      人件費 543,624

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】

会計：全体会計 （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 13,980,782 18,504,542 -4,523,760 -

  純行政コスト（△） -3,527,200 -3,527,200 -

  財源 3,474,571 3,474,571 -

    税収等 2,319,678 2,319,678 -

    国県等補助金 1,154,893 1,154,893 -

  本年度差額 -52,629 -52,629 -

  固定資産等の変動（内部変動） -483,673 483,673

    有形固定資産等の増加 340,295 -340,295

    有形固定資産等の減少 -761,089 761,089

    貸付金・基金等の増加 74,378 -74,378

    貸付金・基金等の減少 -137,256 137,256

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 200,997 200,997

  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 -5,757 - -5,757

  本年度純資産変動額 142,611 -282,676 425,287 -

本年度末純資産残高 14,123,393 18,221,866 -4,098,473 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,143

本年度歳計外現金増減額 -15

本年度末歳計外現金残高 1,128

本年度末現金預金残高 266,593

財務活動収支 -341,568

本年度資金収支額 81,982

前年度末資金残高 183,483

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 265,465

    地方債等償還支出 518,806

    その他の支出 10,445

  財務活動収入 187,683

    地方債等発行収入 187,683

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,300

    その他の収入 -

投資活動収支 -349,134

【財務活動収支】

  財務活動支出 529,251

    その他の支出 -

  投資活動収入 60,199

    国県等補助金収入 33,853

    基金取崩収入 24,781

    貸付金元金回収収入 266

  投資活動支出 409,333

    公共施設等整備費支出 340,295

    基金積立金支出 69,039

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 36,034

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 772,685

【投資活動収支】

    税収等収入 2,552,558

    国県等補助金収入 887,905

    使用料及び手数料収入 146,286

    その他の収入 152,330

  臨時支出 36,034

    移転費用支出 1,617,604

      補助金等支出 757,439

      社会保障給付支出 857,539

      その他の支出 2,627

  業務収入 3,739,079

    業務費用支出 1,312,756

      人件費支出 545,548

      物件費等支出 709,933

      支払利息支出 32,356

      その他の支出 24,919

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 2,930,360


