
【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 72,697,255   固定負債 17,674,622

    有形固定資産 67,870,396     地方債等 13,397,798

      事業用資産 26,514,753     長期未払金 -

        土地 13,047,684     退職手当引当金 1,930,397

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,346,427

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,106,930

        建物 28,923,543     １年内償還予定地方債等 1,772,496

        建物減価償却累計額 -16,975,085     未払金 66,313

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,566,538     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,200,903     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 149,943

        船舶 -     預り金 110,763

        船舶減価償却累計額 -     その他 7,414

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 19,781,552

        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 74,954,742

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -17,516,759

        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 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 2,931,624

      物品減価償却累計額 -2,113,032

      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 4,772,207

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      長期延滞債権 28,814

      長期貸付金 104,075

      基金 4,329,384

        減債基金 -

        その他 4,329,384

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,812

  流動資産 4,522,280

    現金預金 2,233,027

    未収金 31,039

    短期貸付金 -

    基金 2,257,487

      財政調整基金 1,543,790

      減債基金 713,697

    棚卸資産 1,558

    その他 -

    徴収不能引当金 -831

  繰延資産 - 純資産合計 57,437,983

資産合計 77,219,535 負債及び純資産合計 77,219,535

連結貸借対照表【全体会計】
（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【全体会計】
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 21,869,439

    業務費用 10,258,394

      人件費 2,581,393

        職員給与費 1,789,928

        賞与等引当金繰入額 149,054

        退職手当引当金繰入額 155,514

        その他 486,897

      物件費等 7,485,817

        物件費 3,727,384

        維持補修費 546,075

        減価償却費 3,205,776

        その他 6,582

      その他の業務費用 191,185

        支払利息 64,144

        徴収不能引当金繰入額 2,980

        その他 124,061

    移転費用 11,611,045

      補助金等 9,653,856

      社会保障給付 1,158,929

      その他 790,739

  経常収益 1,139,534

    使用料及び手数料 809,150

    その他 330,384

純経常行政コスト 20,729,905

  臨時損失 245,707

    災害復旧事業費 244,067

    資産除売却損 1,640

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 723

    資産売却益 723

    その他 -

純行政コスト 20,974,888



【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 58,903,379 76,281,365 -17,377,986 -

  純行政コスト（△） -20,974,888 -20,974,888 -

  財源 19,603,836 19,603,836 -

    税収等 12,383,906 12,383,906 -

    国県等補助金 7,219,930 7,219,930 -

  本年度差額 -1,371,053 -1,371,053 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,181,384 1,181,384

    有形固定資産等の増加 1,145,615 -1,145,615

    有形固定資産等の減少 -3,222,028 3,222,028

    貸付金・基金等の増加 2,640,290 -2,640,290

    貸付金・基金等の減少 -1,745,261 1,745,261

  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 - - - -

  その他 50,896 - 50,896

  本年度純資産変動額 -1,465,396 -1,326,623 -138,773 -

本年度末純資産残高 57,437,983 74,954,742 -17,516,759 -

連結純資産変動計算書【全体会計】
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【全体会計】
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 18,700,757

    業務費用支出 7,089,889

      人件費支出 2,620,810

      物件費等支出 4,290,843

      支払利息支出 64,144

      その他の支出 114,092

    移転費用支出 11,610,868

      補助金等支出 9,653,856

      社会保障給付支出 1,158,929

      その他の支出 790,562

  業務収入 20,521,709

    税収等収入 12,317,372

    国県等補助金収入 7,065,082

    使用料及び手数料収入 810,898

    その他の収入 328,357

  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 1,578,669

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,704,955

    公共施設等整備費支出 1,099,781

    基金積立金支出 2,046,174

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 559,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,859,146

    国県等補助金収入 153,065

    基金取崩収入 1,158,310

    貸付金元金回収収入 541,127

    資産売却収入 2,843

    その他の収入 3,802

投資活動収支 -1,845,809

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,721,726

    地方債等償還支出 1,721,726

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,741,000

    地方債等発行収入 1,790,525

    その他の収入 -49,525

前年度末歳計外現金残高 112,336

本年度歳計外現金増減額 -1,573

本年度末歳計外現金残高 110,763

本年度末現金預金残高 2,233,027

財務活動収支 19,274

本年度資金収支額 -247,865

前年度末資金残高 2,370,129

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,122,263


