
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 40,216,764   固定負債 5,135,502

    有形固定資産 36,056,689     地方債等 4,034,601

      事業用資産 14,610,839     長期未払金 -

        土地 7,737,949     退職手当引当金 660,694

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 440,206

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 711,693

        建物 15,531,462     １年内償還予定地方債等 491,188

        建物減価償却累計額 -8,825,254     未払金 7,389

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 389,991     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -223,309     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 76,108

        船舶 -     預り金 70,905

        船舶減価償却累計額 -     その他 66,103

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,847,195

        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 40,610,632

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,573,677

        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 -

      インフラ資産 21,172,406

        土地 18,346,221

        土地減損損失累計額 -

        建物 691

        建物減価償却累計額 -139

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,453,653

        工作物減価償却累計額 -2,745,848

        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 117,827

      物品 901,920

      物品減価償却累計額 -628,475

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 18,677

      ソフトウェア 16,017

      その他 2,660

    投資その他の資産 4,141,398

      投資及び出資金 65,760

        有価証券 -

        出資金 65,760

        その他 -

      長期延滞債権 26,345

      長期貸付金 -

      基金 4,045,577

        減債基金 509,977

        その他 3,535,600

      その他 4,979

      徴収不能引当金 -1,263

  流動資産 1,667,387

    現金預金 1,113,784

    未収金 10,086

    短期貸付金 16

    基金 393,853

      財政調整基金 393,853

      減債基金 -

    棚卸資産 111,351

    その他 38,400

    徴収不能引当金 -103

  繰延資産 - 純資産合計 36,036,955

資産合計 41,884,151 負債及び純資産合計 41,884,151

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 2,813

    その他 50,152

純行政コスト 7,910,991

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 52,965

  臨時損失 3,333

    災害復旧事業費 2,817

    資産除売却損 515

    使用料及び手数料 286,869

    その他 196,163

純経常行政コスト 7,960,623

      社会保障給付 1,628,284

      その他 77,383

  経常収益 483,032

        その他 60,419

    移転費用 5,533,990

      補助金等 3,828,323

      その他の業務費用 90,400

        支払利息 29,673

        徴収不能引当金繰入額 309

        維持補修費 72,218

        減価償却費 492,624

        その他 35,870

        その他 332,562

      物件費等 1,556,647

        物件費 955,935

        職員給与費 794,993

        賞与等引当金繰入額 76,046

        退職手当引当金繰入額 59,018

  経常費用 8,443,656

    業務費用 2,909,666

      人件費 1,262,618

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】

（単位：千円）

科目 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 35,122,856 40,415,078 -5,292,222 -

  純行政コスト（△） -7,910,991 -7,910,991 -

  財源 9,044,192 9,044,192 -

    税収等 5,400,284 5,400,284 -

    国県等補助金 3,643,907 3,643,907 -

  本年度差額 1,133,201 1,133,201 -

  固定資産等の変動（内部変動） 100,117 -100,117

    有形固定資産等の増加 396,578 -396,578

    有形固定資産等の減少 -467,090 467,090

    貸付金・基金等の増加 205,140 -205,140

    貸付金・基金等の減少 -34,512 34,512

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,207 14,207

  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 -212,868 282,564 -495,432 -

  その他 -20,441 -201,334 180,892

  本年度純資産変動額 914,099 195,554 718,545 -

本年度末純資産残高 36,036,955 40,610,632 -4,573,677 -

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 71,028

本年度歳計外現金増減額 -123

本年度末歳計外現金残高 70,905

本年度末現金預金残高 1,113,784

財務活動収支 70,308

本年度資金収支額 671,488

前年度末資金残高 367,671

比例連結割合変更に伴う差額 3,720

本年度末資金残高 1,042,879

    地方債等償還支出 452,038

    その他の支出 7,210

  財務活動収入 529,556

    地方債等発行収入 528,990

    その他の収入 566

    資産売却収入 2,813

    その他の収入 9,015

投資活動収支 -873,620

【財務活動収支】

  財務活動支出 459,248

    その他の支出 -

  投資活動収入 299,937

    国県等補助金収入 80,412

    基金取崩収入 207,697

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,173,556

    公共施設等整備費支出 962,458

    基金積立金支出 211,099

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 2,817

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,474,799

【投資活動収支】

    税収等収入 5,393,203

    国県等補助金収入 3,567,880

    使用料及び手数料収入 288,655

    その他の収入 212,256

  臨時支出 2,817

    移転費用支出 5,585,222

      補助金等支出 3,827,079

      社会保障給付支出 1,628,507

      その他の支出 129,636

  業務収入 9,461,993

    業務費用支出 2,399,155

      人件費支出 1,203,527

      物件費等支出 1,107,111

      支払利息支出 29,673

      その他の支出 58,844

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 7,984,377
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