
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 151,589,327   固定負債 61,447,298

    有形固定資産 138,541,632     地方債等 57,306,092

      事業用資産 54,791,345     長期未払金 -

        土地 16,371,804     退職手当引当金 3,924,745

        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 216,461

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 6,418,197

        建物 77,703,918     １年内償還予定地方債等 5,140,109

        建物減価償却累計額 -42,203,858     未払金 671,336

        建物減損損失累計額 -     未払費用 38,324

        工作物 10,910,699     前受金 7,183

        工作物減価償却累計額 -8,296,198     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 375,577

        船舶 -     預り金 168,416

        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 67,865,495

        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 153,751,986

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -62,568,622

        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 301,356

      インフラ資産 80,645,419

        土地 4,384,601

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,431,098

        建物減価償却累計額 -2,081,191

        建物減損損失累計額 -

        工作物 177,593,162

        工作物減価償却累計額 -108,507,127

        工作物減損損失累計額 -

        その他 13,428,245

        その他減価償却累計額 -9,778,207

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,174,838

      物品 5,866,041

      物品減価償却累計額 -2,761,173

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 281,478

      ソフトウェア 191,673

      その他 89,805

    投資その他の資産 12,766,217

      投資及び出資金 513,073

        有価証券 20,000

        出資金 493,073

        その他 -

      長期延滞債権 766,230

      長期貸付金 9,451

      基金 11,479,095

        減債基金 2,844,834

        その他 8,634,261

      その他 59,089

      徴収不能引当金 -60,720

  流動資産 7,459,367

    現金預金 4,624,534

    未収金 441,507

    短期貸付金 -

    基金 2,162,659

      財政調整基金 3,762,018

      減債基金 -1,599,359

    棚卸資産 200,980

    その他 34,657

    徴収不能引当金 -4,970

  繰延資産 165 純資産合計 91,183,363

資産合計 159,048,858 負債及び純資産合計 159,048,858

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,182

    その他 6

純行政コスト 45,110,107

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 32,790

  臨時利益 1,189

  臨時損失 296,164

    災害復旧事業費 48,104

    資産除売却損 223,870

    使用料及び手数料 2,759,378

    その他 1,391,250

純経常行政コスト 44,815,132

      社会保障給付 8,005,768

      その他 53,830

  経常収益 4,150,628

        その他 450,230

    移転費用 28,176,010

      補助金等 20,116,412

      その他の業務費用 1,261,411

        支払利息 766,283

        徴収不能引当金繰入額 44,898

        維持補修費 1,233,039

        減価償却費 6,584,517

        その他 105,160

        その他 1,676,214

      物件費等 14,210,598

        物件費 6,287,882

        職員給与費 3,444,380

        賞与等引当金繰入額 365,172

        退職手当引当金繰入額 -168,026

  経常費用 48,965,760

    業務費用 20,789,750

      人件費 5,317,741

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：連結会計 （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 98,099,333 168,855,505 -70,756,172 -

  純行政コスト（△） -45,110,107 -45,110,107 -

  財源 43,788,504 43,788,504 -

    税収等 24,584,780 24,584,780 -

    国県等補助金 19,203,724 19,203,724 -

  本年度差額 -1,321,603 -1,321,603 -

  固定資産等の変動（内部変動） -15,167,339 15,167,339

    有形固定資産等の増加 2,670,337 -2,670,337

    有形固定資産等の減少 -18,563,835 18,563,835

    貸付金・基金等の増加 3,853,661 -3,853,661

    貸付金・基金等の減少 -3,127,502 3,127,502

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 108,093 108,093

  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 -28,225 -42,356 14,131 -

  その他 -5,674,235 -1,917 -5,672,318

  本年度純資産変動額 -6,915,970 -15,103,520 8,187,550 -

本年度末純資産残高 91,183,363 153,751,986 -62,568,622 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 152,350

本年度歳計外現金増減額 -2,446

本年度末歳計外現金残高 149,903

本年度末現金預金残高 4,624,534

財務活動収支 -1,645,583

本年度資金収支額 94,908

前年度末資金残高 4,379,730

比例連結割合変更に伴う差額 -8

本年度末資金残高 4,474,631

    地方債等償還支出 5,504,278

    その他の支出 5,113

  財務活動収入 3,863,808

    地方債等発行収入 3,863,808

    その他の収入 -

    資産売却収入 78,892

    その他の収入 138,455

投資活動収支 -1,897,014

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,509,391

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,249,856

    国県等補助金収入 1,110,244

    基金取崩収入 921,194

    貸付金元金回収収入 1,073

  投資活動支出 4,146,870

    公共施設等整備費支出 2,320,761

    基金積立金支出 1,826,109

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 48,104

    その他の支出 58,789

  臨時収入 29,378

業務活動収支 3,637,505

【投資活動収支】

    税収等収入 24,039,380

    国県等補助金収入 18,434,228

    使用料及び手数料収入 2,687,594

    その他の収入 1,487,293

  臨時支出 106,894

    移転費用支出 28,208,300

      補助金等支出 20,179,707

      社会保障給付支出 8,005,768

      その他の支出 22,825

  業務収入 46,648,496

    業務費用支出 14,725,175

      人件費支出 5,541,985

      物件費等支出 7,623,659

      支払利息支出 766,283

      その他の支出 793,249

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 42,933,475


