
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 37,273,550   固定負債 4,764,459

    有形固定資産 33,626,202     地方債等 3,926,565

      事業用資産 12,349,225     長期未払金 -

        土地 7,696,540     退職手当引当金 408,504

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 429,390

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 610,665

        建物 12,521,509     １年内償還予定地方債等 470,432

        建物減価償却累計額 -7,892,504     未払金 7,133

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 32,305     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -8,626     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 63,190

        船舶 -     預り金 69,910

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,375,124

        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 37,632,391

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,092,943

        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 21,054,579

        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 -

      物品 695,096

      物品減価償却累計額 -472,697

      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 3,628,670

      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 14,954

      長期貸付金 -

      基金 3,548,926

        減債基金 508,180

        その他 3,040,747

      その他 -

      徴収不能引当金 -970

  流動資産 641,022

    現金預金 273,482

    未収金 8,700

    短期貸付金 -

    基金 358,841

      財政調整基金 358,841

      減債基金 -

    棚卸資産 72

    その他 -

    徴収不能引当金 -72

  繰延資産 - 純資産合計 32,539,448

資産合計 37,914,572 負債及び純資産合計 37,914,572

全体貸借対照表
（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）

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,183,077

    業務費用 2,287,783

      人件費 1,008,838

        職員給与費 643,597

        賞与等引当金繰入額 63,128

        退職手当引当金繰入額 1,270

        その他 300,842

      物件費等 1,223,002

        物件費 758,504

        維持補修費 61,336

        減価償却費 403,161

        その他 -

      その他の業務費用 55,944

        支払利息 29,336

        徴収不能引当金繰入額 16

        その他 26,591

    移転費用 3,895,294

      補助金等 3,395,602

      社会保障給付 439,502

      その他 60,190

  経常収益 366,956

    使用料及び手数料 212,103

    その他 154,853

純経常行政コスト 5,816,121

  臨時損失 3,333

    災害復旧事業費 2,817

    資産除売却損 515

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 52,934

    資産売却益 2,813

    その他 50,121

純行政コスト 5,766,519



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 32,459,707 37,511,067 -5,051,360 -

  純行政コスト（△） -5,766,519 -5,766,519 -

  財源 5,831,287 5,831,287 -

    税収等 3,227,167 3,227,167 -

    国県等補助金 2,604,120 2,604,120 -

  本年度差額 64,768 64,768 -

  固定資産等の変動（内部変動） 109,010 -109,010

    有形固定資産等の増加 335,875 -335,875

    有形固定資産等の減少 -401,017 401,017

    貸付金・基金等の増加 181,358 -181,358

    貸付金・基金等の減少 -7,206 7,206

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,973 14,973

  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 - -2,660 2,660

  本年度純資産変動額 79,741 121,323 -41,583 -

本年度末純資産残高 32,539,448 37,632,391 -5,092,943 -

全体純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：千円）

全体資金収支計算書
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 5,784,002

    業務費用支出 1,888,709

      人件費支出 1,008,385

      物件費等支出 824,380

      支払利息支出 29,336

      その他の支出 26,608

    移転費用支出 3,895,294

      補助金等支出 3,395,602

      社会保障給付支出 439,502

      その他の支出 60,190

  業務収入 6,117,734

    税収等収入 3,221,006

    国県等補助金収入 2,528,104

    使用料及び手数料収入 213,916

    その他の収入 154,708

  臨時支出 2,817

    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 330,915

【投資活動収支】

  投資活動支出 517,233

    公共施設等整備費支出 335,875

    基金積立金支出 181,358

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 91,980

    国県等補助金収入 80,401

    基金取崩収入 2,312

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 2,813

    その他の収入 6,455

投資活動収支 -425,253

【財務活動収支】

  財務活動支出 430,640

    地方債等償還支出 430,640

    その他の支出 -

  財務活動収入 507,000

    地方債等発行収入 507,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 69,613

本年度歳計外現金増減額 297

本年度末歳計外現金残高 69,910

本年度末現金預金残高 273,482

財務活動収支 76,360

本年度資金収支額 -17,978

前年度末資金残高 221,550

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 203,572
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