
【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 139,581,675   固定負債 56,236,814

    有形固定資産 120,699,330     地方債等 51,127,961

      事業用資産 51,332,153     長期未払金 -

        土地 15,779,495     退職手当引当金 3,773,614

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,631     その他 1,335,240

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,624,708

        建物 70,936,924     １年内償還予定地方債等 4,623,552

        建物減価償却累計額 -38,218,195     未払金 504,515

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 10,129,572     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -7,599,149     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 329,575

        船舶 -     預り金 149,814

        船舶減価償却累計額 -     その他 17,252

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 61,861,522

        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 141,609,682

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -59,168,004

        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 3,320

        その他減価償却累計額 -1,328

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 299,883

      インフラ資産 66,646,343

        土地 4,094,466

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,740,465

        建物減価償却累計額 -1,613,362

        建物減損損失累計額 -

        工作物 152,393,459

        工作物減価償却累計額 -95,629,160

        工作物減損損失累計額 -

        その他 10,621,802

        その他減価償却累計額 -8,035,342

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,074,016

      物品 4,724,331

      物品減価償却累計額 -2,003,497

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 268,691

      ソフトウェア 190,240

      その他 78,451

    投資その他の資産 18,613,655

      投資及び出資金 6,894,277

        有価証券 20,000

        出資金 6,874,277

        その他 -

      長期延滞債権 764,482

      長期貸付金 9,451

      基金 11,014,765

        減債基金 2,844,834

        その他 8,169,931

      その他 -

      徴収不能引当金 -60,720

  流動資産 4,721,525

    現金預金 2,264,505

    未収金 263,883

    短期貸付金 -

    基金 2,028,007

      財政調整基金 3,627,366

      減債基金 -1,599,359

    棚卸資産 164,946

    その他 -

    徴収不能引当金 184

  繰延資産 - 純資産合計 82,441,678

資産合計 144,303,200 負債及び純資産合計 144,303,200

連結貸借対照表
（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）

    資産売却益 -

    その他 2

純行政コスト 38,482,983

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 31,459

  臨時利益 2

  臨時損失 301,003

    災害復旧事業費 48,104

    資産除売却損 221,440

    使用料及び手数料 1,341,530

    その他 961,124

純経常行政コスト 38,181,983

      社会保障給付 7,991,426

      その他 29,981

  経常収益 2,302,654

        その他 247,671

    移転費用 23,476,063

      補助金等 15,454,656

      その他の業務費用 955,179

        支払利息 664,082

        徴収不能引当金繰入額 43,426

        維持補修費 1,024,432

        減価償却費 5,625,262

        その他 102,524

        その他 1,643,307

      物件費等 11,592,155

        物件費 4,839,937

        職員給与費 2,666,850

        賞与等引当金繰入額 323,508

        退職手当引当金繰入額 -172,426

  経常費用 40,484,637

    業務費用 17,008,574

      人件費 4,461,239

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

科目名 金額



【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 83,563,329 144,611,001 -61,047,672 -

  純行政コスト（△） -38,482,983 -38,482,983 -

  財源 37,226,168 37,226,168 -

    税収等 21,261,895 21,261,895 -

    国県等補助金 15,964,273 15,964,273 -

  本年度差額 -1,256,815 -1,256,815 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,108,809 3,108,809

    有形固定資産等の増加 2,075,621 -2,075,621

    有形固定資産等の減少 -5,936,449 5,936,449

    貸付金・基金等の増加 3,800,782 -3,800,782

    貸付金・基金等の減少 -3,048,764 3,048,764

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 107,490 107,490

  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 27,673 - 27,673

  本年度純資産変動額 -1,121,652 -3,001,319 1,879,667 -

本年度末純資産残高 82,441,678 141,609,682 -59,168,004 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 152,260

本年度歳計外現金増減額 -2,446

本年度末歳計外現金残高 149,814

本年度末現金預金残高 2,264,505

財務活動収支 -1,553,904

本年度資金収支額 31,595

前年度末資金残高 2,083,096

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,114,691

    地方債等償還支出 5,040,441

    その他の支出 5,063

  財務活動収入 3,491,600

    地方債等発行収入 3,491,600

    その他の収入 -

    資産売却収入 803

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,581,160

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,045,504

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,975,789

    国県等補助金収入 1,112,547

    基金取崩収入 861,366

    貸付金元金回収収入 1,073

  投資活動支出 3,556,948

    公共施設等整備費支出 1,783,777

    基金積立金支出 1,750,447

    投資及び出資金支出 22,724

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 48,104

    その他の支出 57,458

  臨時収入 29,374

業務活動収支 3,166,659

【投資活動収支】

    税収等収入 20,865,753

    国県等補助金収入 15,194,777

    使用料及び手数料収入 1,327,950

    その他の収入 960,880

  臨時支出 105,563

    移転費用支出 23,445,058

      補助金等支出 15,454,656

      社会保障給付支出 7,991,426

      その他の支出 -1,024

  業務収入 38,349,360

    業務費用支出 11,661,454

      人件費支出 4,687,228

      物件費等支出 5,979,997

      支払利息支出 664,082

      その他の支出 330,148

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 35,106,513


