
【様式第1号】

会計：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 39,238,640   固定負債 22,188,162

    有形固定資産 37,149,164     地方債等 12,599,522

      事業用資産 15,720,366     長期未払金 -

        土地 6,819,303     退職手当引当金 2,351,321

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 437     その他 7,237,319

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,558,725

        建物 22,067,053     １年内償還予定地方債等 1,009,573

        建物減価償却累計額 -13,368,955     未払金 197,875

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 222,595     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -29,829     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 136,966

        船舶 0     預り金 207,868

        船舶減価償却累計額 -     その他 6,443

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 23,746,887

        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 40,469,395

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -21,696,747

        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 9,762

      インフラ資産 20,571,750

        土地 3,175,433

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,360,166

        建物減価償却累計額 -608,224

        建物減損損失累計額 -

        工作物 30,575,996

        工作物減価償却累計額 -14,106,831

        工作物減損損失累計額 -

        その他 3,760

        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 171,451

      物品 3,283,980

      物品減価償却累計額 -2,426,933

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 968,429

      ソフトウェア -

      その他 968,429

    投資その他の資産 1,121,048

      投資及び出資金 31,811

        有価証券 -

        出資金 31,811

        その他 -

      長期延滞債権 166,784

      長期貸付金 2,500

      基金 932,373

        減債基金 -

        その他 932,373

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,421

  流動資産 3,280,894

    現金預金 1,719,657

    未収金 251,037

    短期貸付金 -

    基金 1,230,754

      財政調整基金 1,215,767

      減債基金 14,988

    棚卸資産 23,758

    その他 68,120

    徴収不能引当金 -12,432

  繰延資産 - 純資産合計 18,772,648

資産合計 42,519,535 負債及び純資産合計 42,519,535

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）

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 19,073,836

    業務費用 7,453,528

      人件費 1,977,226

        職員給与費 1,517,782

        賞与等引当金繰入額 134,582

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 324,862

      物件費等 5,238,049

        物件費 3,264,653

        維持補修費 206,409

        減価償却費 1,766,988

        その他 -

      その他の業務費用 238,253

        支払利息 95,446

        徴収不能引当金繰入額 23,625

        その他 119,182

    移転費用 11,620,308

      補助金等 10,132,680

      社会保障給付 1,465,724

      その他 21,904

  経常収益 1,398,973

    使用料及び手数料 1,133,830

    その他 265,142

純経常行政コスト 17,674,863

  臨時損失 3,334

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 473

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,861

  臨時利益 58,577

    資産売却益 53,651

    その他 4,925

純行政コスト 17,619,620



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目 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 18,353,508 40,535,248 -22,181,740 -

  純行政コスト（△） -17,619,620 -17,619,620 -

  財源 18,073,428 18,073,428 -

    税収等 8,916,735 8,916,735 -

    国県等補助金 9,156,694 9,156,694 -

  本年度差額 453,808 453,808 -

  固定資産等の変動（内部変動） -31,186 31,186

    有形固定資産等の増加 1,995,376 -1,995,376

    有形固定資産等の減少 -2,236,545 2,236,545

    貸付金・基金等の増加 457,747 -457,747

    貸付金・基金等の減少 -247,763 247,763

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,108 2,108

  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 -36,776 -36,776 -

  本年度純資産変動額 419,140 -65,853 484,993 -

本年度末純資産残高 18,772,648 40,469,395 -21,696,747 -

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）

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 17,288,222

    業務費用支出 5,667,915

      人件費支出 1,975,845

      物件費等支出 3,526,689

      支払利息支出 95,446

      その他の支出 69,935

    移転費用支出 11,620,308

      補助金等支出 10,132,680

      社会保障給付支出 1,465,724

      その他の支出 21,904

  業務収入 18,465,749

    税収等収入 8,526,919

    国県等補助金収入 8,607,349

    使用料及び手数料収入 1,129,455

    その他の収入 202,026

  臨時支出 2,861

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 2,861

  臨時収入 14,324

業務活動収支 1,188,990

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,908,027

    公共施設等整備費支出 1,594,481

    基金積立金支出 300,546

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 743,369

    国県等補助金収入 607,540

    基金取崩収入 68,329

    貸付金元金回収収入 13,830

    資産売却収入 53,670

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,164,658

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,069,141

    地方債等償還支出 1,062,708

    その他の支出 6,433

  財務活動収入 1,097,562

    地方債等発行収入 1,097,562

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 207,103

本年度歳計外現金増減額 765

本年度末歳計外現金残高 207,868

本年度末現金預金残高 1,719,657

財務活動収支 28,421

本年度資金収支額 52,752

前年度末資金残高 1,459,037

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,511,789


