
【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 76,094,332   固定負債 18,389,490

    有形固定資産 70,787,382     地方債等 14,022,912

      事業用資産 29,200,763     長期未払金 40

        土地 13,142,842     退職手当引当金 2,017,063

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,349,475

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,384,870

        建物 32,453,583     １年内償還予定地方債等 1,959,928

        建物減価償却累計額 -18,703,769     未払金 76,973

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,330,851     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,175,720     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 195,106

        船舶 -     預り金 113,142

        船舶減価償却累計額 -     その他 39,721

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 20,774,360

        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 78,562,921

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -17,859,598

        航空機 -   他団体出資等分 37,195

        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 152,976

      インフラ資産 40,537,051

        土地 2,724,142

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,872,821

        建物減価償却累計額 -1,341,126

        建物減損損失累計額 -

        工作物 150,684,285

        工作物減価償却累計額 -113,797,862

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,781,319

        その他減価償却累計額 -1,459,119

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 72,592

      物品 3,628,432

      物品減価償却累計額 -2,578,864

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 54,652

      ソフトウェア 25,210

      その他 29,441

    投資その他の資産 5,252,298

      投資及び出資金 70,489

        有価証券 2,309

        出資金 68,179

        その他 -

      長期延滞債権 29,121

      長期貸付金 104,075

      基金 4,670,734

        減債基金 -

        その他 4,670,734

      その他 380,695

      徴収不能引当金 -2,815

  流動資産 5,420,547

    現金預金 2,624,500

    未収金 31,570

    短期貸付金 -

    基金 2,468,590

      財政調整基金 1,754,893

      減債基金 713,697

    棚卸資産 296,546

    その他 171

    徴収不能引当金 -831

  繰延資産 - 純資産合計 60,740,518

資産合計 81,514,878 負債及び純資産合計 81,514,878

連結貸借対照表【連結会計】
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

連結行政コスト計算書【連結会計】
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目 金額

  経常費用 24,072,397

    業務費用 11,583,466

      人件費 3,290,392

        職員給与費 2,429,542

        賞与等引当金繰入額 194,217

        退職手当引当金繰入額 148,727

        その他 517,905

      物件費等 8,037,619

        物件費 3,922,605

        維持補修費 634,158

        減価償却費 3,452,793

        その他 28,063

      その他の業務費用 255,454

        支払利息 73,086

        徴収不能引当金繰入額 2,978

        その他 179,390

    移転費用 12,488,932

      補助金等 8,291,821

      社会保障給付 3,396,825

      その他 792,766

  経常収益 1,538,861

    使用料及び手数料 1,165,205

    その他 373,655

純経常行政コスト 22,533,537

  臨時損失 250,299

    災害復旧事業費 244,067

    資産除売却損 4,958

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,274

  臨時利益 1,126

    資産売却益 1,126

    その他 -

純行政コスト 22,782,710



【様式第3号】

（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 61,856,250 79,803,106 -17,983,388 36,531

  純行政コスト（△） -22,782,710 -22,783,373 663

  財源 21,754,206 21,754,206 -

    税収等 13,974,558 13,974,558 -

    国県等補助金 7,779,648 7,779,648 -

  本年度差額 -1,028,504 -1,029,167 663

  固定資産等の変動（内部変動） -1,119,825 1,119,825

    有形固定資産等の増加 1,542,956 -1,542,956

    有形固定資産等の減少 -3,473,638 3,473,638

    貸付金・基金等の増加 2,682,951 -2,682,951

    貸付金・基金等の減少 -1,872,094 1,872,094

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -145,239 -145,239

  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 7,154 17,644 -10,490 -

  その他 50,857 7,235 43,622

  本年度純資産変動額 -1,115,732 -1,240,185 123,789 663

本年度末純資産残高 60,740,518 78,562,921 -17,859,598 37,195

連結純資産変動計算書【連結会計】
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】

（単位：千円）

連結資金収支計算書【連結会計】
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 20,690,396

    業務費用支出 8,157,737

      人件費支出 3,316,830

      物件費等支出 4,595,727

      支払利息支出 73,086

      その他の支出 172,094

    移転費用支出 12,532,658

      補助金等支出 8,291,821

      社会保障給付支出 3,396,821

      その他の支出 836,496

  業務収入 22,977,606

    税収等収入 13,908,025

    国県等補助金収入 7,531,584

    使用料及び手数料収入 1,167,060

    その他の収入 370,938

  臨時支出 244,067

    災害復旧事業費支出 244,067

    その他の支出 -

  臨時収入 1,783

業務活動収支 2,044,926

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,874,343

    公共施設等整備費支出 1,484,035

    基金積立金支出 2,060,625

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 329,682

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,846,571

    国県等補助金収入 246,280

    基金取崩収入 1,281,543

    貸付金元金回収収入 311,809

    資産売却収入 3,137

    その他の収入 3,802

投資活動収支 -2,027,772

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,939,686

    地方債等償還支出 1,935,199

    その他の支出 4,487

  財務活動収入 1,757,900

    地方債等発行収入 1,807,424

    その他の収入 -49,525

前年度末歳計外現金残高 114,068

本年度歳計外現金増減額 -1,118

本年度末歳計外現金残高 112,949

本年度末現金預金残高 2,624,500

財務活動収支 -181,786

本年度資金収支額 -164,632

前年度末資金残高 2,673,773

比例連結割合変更に伴う差額 2,410

本年度末資金残高 2,511,551


