
【様式第1号】

全体会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 14,547,247   固定負債 5,345,589

    有形固定資産 10,660,510     地方債等 3,798,895

      事業用資産 8,765,038     長期未払金 -

        土地 1,623,023     退職手当引当金 1,460,094

        立木竹 479,822     損失補償等引当金 -

        建物 18,721,012     その他 86,600

        建物減価償却累計額 -12,118,206   流動負債 720,788

        工作物 154,038     １年内償還予定地方債等 604,119

        工作物減価償却累計額 -94,651     未払金 29,805

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 84,040

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,823

        その他 - 負債合計 6,066,377

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 15,237,247

      インフラ資産 1,713,237   余剰分（不足分） -5,206,978

        土地 11,529   他団体出資等分 -

        建物 10,082

        建物減価償却累計額 -464

        工作物 10,634,849

        工作物減価償却累計額 -8,942,760

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,230,555

      物品減価償却累計額 -1,048,320

    無形固定資産 22,643

      ソフトウェア 22,378

      その他 264

    投資その他の資産 3,864,095

      投資及び出資金 893,668

        有価証券 12,149

        出資金 881,519

        その他 -

      長期延滞債権 11,340

      長期貸付金 2,112

      基金 2,959,502

        減債基金 350,001

        その他 2,609,502

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,528

  流動資産 1,549,399

    現金預金 782,390

    未収金 74,291

    短期貸付金 -

    基金 690,000

      財政調整基金 690,000

      減債基金 -

    棚卸資産 3,190

    その他 -

    徴収不能引当金 -472

  繰延資産 - 純資産合計 10,030,269

資産合計 16,096,646 負債及び純資産合計 16,096,646

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

全体会計 （単位：千円）

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 金額

  経常費用 4,696,496

    業務費用 3,075,799

      人件費 1,353,718

        職員給与費 972,772

        賞与等引当金繰入額 80,874

        退職手当引当金繰入額 7,105

        その他 292,968

      物件費等 1,642,717

        物件費 842,305

        維持補修費 217,827

        減価償却費 577,159

        その他 5,426

      その他の業務費用 79,364

        支払利息 45,965

        徴収不能引当金繰入額 385

        その他 33,014

    移転費用 1,620,697

      補助金等 1,030,925

      社会保障給付 572,765

      その他 17,007

  経常収益 869,914

    使用料及び手数料 635,462

    その他 234,452

純経常行政コスト 3,826,582

  臨時損失 962,769

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 948,169

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,600

  臨時利益 40,031

    資産売却益 919

    その他 39,112

純行政コスト 4,749,320



【様式第3号】

全体会計 （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 10,588,470 16,210,250 -5,621,780 -

  純行政コスト（△） -4,749,320 -4,749,320 -

  財源 4,174,684 4,174,684 -

    税収等 2,983,832 2,983,832 -

    国県等補助金 1,190,852 1,190,852 -

  本年度差額 -574,636 -574,636 -

  固定資産等の変動（内部変動） -973,003 973,003

    有形固定資産等の増加 312,584 -312,584

    有形固定資産等の減少 -1,516,939 1,516,939

    貸付金・基金等の増加 334,789 -334,789

    貸付金・基金等の減少 -103,437 103,437

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 16,435 - 16,435

  本年度純資産変動額 -558,201 -973,003 414,802 -

本年度末純資産残高 10,030,269 15,237,247 -5,206,978 -

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

科目 合計



【様式第4号】

全体会計 （単位：千円）

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,106,315

    業務費用支出 2,485,618

      人件費支出 1,343,938

      物件費等支出 1,062,875

      支払利息支出 45,965

      その他の支出 32,839

    移転費用支出 1,620,697

      補助金等支出 1,030,925

      社会保障給付支出 572,765

      その他の支出 17,007

  業務収入 4,866,607

    税収等収入 2,984,946

    国県等補助金収入 1,020,876

    使用料及び手数料収入 626,875

    その他の収入 233,910

  臨時支出 14,600

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 14,600

  臨時収入 14,600

業務活動収支 760,293

【投資活動収支】

  投資活動支出 647,372

    公共施設等整備費支出 312,584

    基金積立金支出 299,151

    投資及び出資金支出 5,398

    貸付金支出 30,240

    その他の支出 -

  投資活動収入 267,433

    国県等補助金収入 176,224

    基金取崩収入 53,819

    貸付金元金回収収入 33,623

    資産売却収入 3,748

    その他の収入 19

投資活動収支 -379,940

【財務活動収支】

  財務活動支出 596,087

    地方債等償還支出 613,403

    その他の支出 -17,316

  財務活動収入 265,287

    地方債等発行収入 265,287

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 782,390

財務活動収支 -330,800

本年度資金収支額 49,553

前年度末資金残高 732,837

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 782,390


