
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 40,456,420   固定負債 22,288,408

    有形固定資産 38,100,998     地方債等 12,693,031

      事業用資産 16,670,673     長期未払金 -

        土地 6,833,045     退職手当引当金 2,356,799

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 437     その他 7,238,578

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,582,522

        建物 22,627,579     １年内償還予定地方債等 1,024,518

        建物減価償却累計額 -13,844,833     未払金 200,285

        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 140,625

        船舶 0     預り金 207,907

        船舶減価償却累計額 -     その他 9,187

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 23,870,930

        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 41,689,495

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -21,453,641

        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 2,327,862

        その他減価償却累計額 -1,475,944

        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 3,296,507

      物品減価償却累計額 -2,437,932

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 971,797

      ソフトウェア 3,369

      その他 968,429

    投資その他の資産 1,383,624

      投資及び出資金 28,811

        有価証券 -

        出資金 28,811

        その他 -

      長期延滞債権 176,712

      長期貸付金 2,500

      基金 1,192,015

        減債基金 -

        その他 1,192,015

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,414

  流動資産 3,650,364

    現金預金 2,081,019

    未収金 260,408

    短期貸付金 -

    基金 1,233,075

      財政調整基金 1,218,087

      減債基金 14,988

    棚卸資産 23,758

    その他 68,120

    徴収不能引当金 -16,015

  繰延資産 - 純資産合計 20,235,854

資産合計 44,106,784 負債及び純資産合計 44,106,784

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）

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 24,088,980

    業務費用 7,985,652

      人件費 2,034,641

        職員給与費 1,565,558

        賞与等引当金繰入額 138,239

        退職手当引当金繰入額 2,176

        その他 328,668

      物件費等 5,667,589

        物件費 3,570,061

        維持補修費 251,656

        減価償却費 1,845,786

        その他 87

      その他の業務費用 283,422

        支払利息 95,637

        徴収不能引当金繰入額 31,202

        その他 156,583

    移転費用 16,103,328

      補助金等 11,698,589

      社会保障給付 4,382,498

      その他 22,242

  経常収益 1,436,840

    使用料及び手数料 1,196,584

    その他 240,256

純経常行政コスト 22,652,141

  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 61,732

    資産売却益 53,652

    その他 8,080

純行政コスト 22,593,743



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 19,691,542 41,841,307 -22,149,765 -

  純行政コスト（△） -22,593,743 -22,593,743 -

  財源 23,173,794 23,173,794 -

    税収等 11,780,335 11,780,335 -

    国県等補助金 11,393,459 11,393,459 -

  本年度差額 580,051 580,051 -

  固定資産等の変動（内部変動） -88,811 88,811

    有形固定資産等の増加 2,002,311 -2,002,311

    有形固定資産等の減少 -2,310,786 2,310,786

    貸付金・基金等の増加 491,415 -491,415

    貸付金・基金等の減少 -271,750 271,750

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,014 2,014

  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 -977 -28,240 27,262 -

  その他 -36,776 -36,776 -

  本年度純資産変動額 544,312 -151,813 696,124 -

本年度末純資産残高 20,235,854 41,689,495 -21,453,641 -

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）

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 22,215,582

    業務費用支出 6,112,312

      人件費支出 2,031,303

      物件費等支出 3,877,667

      支払利息支出 95,637

      その他の支出 107,705

    移転費用支出 16,103,270

      補助金等支出 11,698,601

      社会保障給付支出 4,382,498

      その他の支出 22,172

  業務収入 23,597,425

    税収等収入 11,386,270

    国県等補助金収入 10,844,086

    使用料及び手数料収入 1,192,209

    その他の収入 174,860

  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 14,353

業務活動収支 1,393,334

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,005,020

    公共施設等整備費支出 1,601,415

    基金積立金支出 390,605

    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 845,363

    国県等補助金収入 607,615

    基金取崩収入 170,248

    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 -1,159,657

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,088,084

    地方債等償還支出 1,077,653

    その他の支出 10,431

  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 207,117

本年度歳計外現金増減額 797

本年度末歳計外現金残高 207,914

本年度末現金預金残高 2,081,019

財務活動収支 9,478

本年度資金収支額 243,155

前年度末資金残高 1,629,576

比例連結割合変更に伴う差額 374

本年度末資金残高 1,873,105


