
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 16,297,056   固定負債 3,918,252

    有形固定資産 15,263,282     地方債等 3,170,794

      事業用資産 4,946,354     長期未払金 -

        土地 406,067     退職手当引当金 688,480

        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 58,978

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 594,927

        建物 11,489,020     １年内償還予定地方債等 535,448

        建物減価償却累計額 -7,535,245     未払金 12,084

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,092,936     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,566,791     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 34,277

        船舶 -     預り金 1,429

        船舶減価償却累計額 -     その他 11,690

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 4,513,180

        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 18,456,567

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,158,021

        航空機 -   他団体出資等分 7,862

        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 13,499

      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 3,358,940

      物品減価償却累計額 -2,919,762

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,264

      ソフトウェア 1,264

      その他 -

    投資その他の資産 1,032,510

      投資及び出資金 8,565

        有価証券 30

        出資金 8,535

        その他 -

      長期延滞債権 3,785

      長期貸付金 660

      基金 1,009,491

        減債基金 -

        その他 1,009,491

      その他 10,018

      徴収不能引当金 -9

  流動資産 2,522,532

    現金預金 341,197

    未収金 9,542

    短期貸付金 266

    基金 2,159,246

      財政調整基金 1,190,036

      減債基金 969,210

    棚卸資産 4,282

    その他 8,000

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 14,306,408

資産合計 18,819,588 負債及び純資産合計 18,819,588

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,300

    その他 5,621

純行政コスト 3,903,448

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 478

  臨時利益 6,921

  臨時損失 40,498

    災害復旧事業費 36,034

    資産除売却損 3,986

    使用料及び手数料 147,785

    その他 255,403

純経常行政コスト 3,869,871

      社会保障給付 1,181,262

      その他 4,236

  経常収益 403,188

        その他 44,159

    移転費用 1,898,385

      補助金等 712,886

      その他の業務費用 76,742

        支払利息 32,577

        徴収不能引当金繰入額 6

        維持補修費 66,202

        減価償却費 874,266

        その他 6,409

        その他 148,709

      物件費等 1,663,158

        物件費 716,280

        職員給与費 419,034

        賞与等引当金繰入額 34,277

        退職手当引当金繰入額 32,755

  経常費用 4,273,059

    業務費用 2,374,674

      人件費 634,775

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：連結会計 （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 14,149,740 18,727,055 -4,585,177 7,862

  純行政コスト（△） -3,903,448 -3,903,448 -

  財源 3,864,308 3,864,308 -

    税収等 2,554,219 2,554,219 -

    国県等補助金 1,310,089 1,310,089 -

  本年度差額 -39,141 -39,141 -

  固定資産等の変動（内部変動） -469,987 469,987

    有形固定資産等の増加 365,225 -365,225

    有形固定資産等の減少 -771,386 771,386

    貸付金・基金等の増加 79,497 -79,497

    貸付金・基金等の減少 -143,324 143,324

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 200,807 200,807

  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 419 -1,308 1,727 -

  その他 -5,417 1 -5,418

  本年度純資産変動額 156,669 -270,487 427,156 -

本年度末純資産残高 14,306,408 18,456,567 -4,158,021 7,862

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,493

本年度歳計外現金増減額 -132

本年度末歳計外現金残高 1,361

本年度末現金預金残高 341,197

財務活動収支 -338,779

本年度資金収支額 101,071

前年度末資金残高 238,805

比例連結割合変更に伴う差額 -40

本年度末資金残高 339,835

    地方債等償還支出 524,440

    その他の支出 10,878

  財務活動収入 196,539

    地方債等発行収入 196,539

    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 -360,774

【財務活動収支】

  財務活動支出 535,318

    その他の支出 -

  投資活動収入 71,454

    国県等補助金収入 39,040

    基金取崩収入 30,849

    貸付金元金回収収入 266

  投資活動支出 432,229

    公共施設等整備費支出 358,071

    基金積立金支出 74,158

    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 800,624

【投資活動収支】

    税収等収入 2,787,099

    国県等補助金収入 1,037,914

    使用料及び手数料収入 148,363

    その他の収入 260,719

  臨時支出 36,034

    移転費用支出 1,928,975

      補助金等支出 714,932

      社会保障給付支出 1,181,262

      その他の支出 32,781

  業務収入 4,234,096

    業務費用支出 1,468,462

      人件費支出 604,056

      物件費等支出 793,361

      支払利息支出 32,575

      その他の支出 38,471

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 3,397,438


