
【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 30,056,079  固定負債 3,879,235

    有形固定資産 28,844,931    地方債等 3,181,188

      事業用資産 6,649,940    長期未払金 -

        土地 2,209,420    退職手当引当金 694,670

        土地減損損失累計額 -    損失補償等引当金 -

        立木竹 -    その他 3,377

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 462,192

        建物 9,857,849    １年内償還予定地方債等 406,711

        建物減価償却累計額 -5,903,855    未払金 -

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 945,697    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -459,171    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 39,344

        船舶 -    預り金 12,720

        船舶減価償却累計額 -    その他 3,418

        船舶減損損失累計額 -負債合計 4,341,427

        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 31,227,639

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -4,117,443

        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 -

      インフラ資産 21,986,074

        土地 479,647

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 59,506,805

        工作物減価償却累計額 -38,129,414

        工作物減損損失累計額 -

        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 129,036

      物品 1,680,032

      物品減価償却累計額 -1,471,115

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,456

      ソフトウェア 2,456

      その他 -

    投資その他の資産 1,208,691

      投資及び出資金 83,634

        有価証券 13,414

        出資金 70,220

        その他 -

      長期延滞債権 5,267

      長期貸付金 -

      基金 1,106,361

        減債基金 602,954

        その他 503,406

      その他 13,500

      徴収不能引当金 -70

  流動資産 1,395,544

    現金預金 223,419

    未収金 565

    短期貸付金 -

    基金 1,171,560

      財政調整基金 1,171,560

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1

  繰延資産 -純資産合計 27,110,196

資産合計 31,451,622負債及び純資産合計 31,451,622

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 1,628

    その他 -

純行政コスト 4,590,232

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,628

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 108,771

    その他 150,756

純経常行政コスト 4,591,860

      社会保障給付 69,157

      その他 3,556

  経常収益 259,528

        その他 13,360

    移転費用 1,438,635

      補助金等 1,365,922

      その他の業務費用 29,808

        支払利息 16,422

        徴収不能引当金繰入額 26

        維持補修費 459,206

        減価償却費 1,526,343

        その他 5,460

        その他 270,746

      物件費等 2,681,512

        物件費 690,504

        職員給与費 435,595

        賞与等引当金繰入額 39,344

        退職手当引当金繰入額 -44,253

  経常費用 4,851,387

    業務費用 3,412,752

      人件費 701,432

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



【様式第3号】

会計：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 28,310,992 32,458,579 -4,147,587 -

  純行政コスト（△） -4,590,232 -4,590,232 -

  財源 3,385,536 3,385,536 -

    税収等 2,186,463 2,186,463 -

    国県等補助金 1,199,073 1,199,073 -

  本年度差額 -1,204,696 -1,204,696 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,234,840 1,234,840

    有形固定資産等の増加 235,793 -235,793

    有形固定資産等の減少 -1,533,293 1,533,293

    貸付金・基金等の増加 221,713 -221,713

    貸付金・基金等の減少 -159,053 159,053

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,900 3,900

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -1,200,796 -1,230,940 30,144 -

本年度末純資産残高 27,110,196 31,227,639 -4,117,443 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,495

本年度歳計外現金増減額 11,225

本年度末歳計外現金残高 12,720

本年度末現金預金残高 223,419

財務活動収支 -140,207

本年度資金収支額 -156,768

前年度末資金残高 367,468

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 210,700

    地方債等償還支出 387,897

    その他の支出 -

  財務活動収入 247,690

    地方債等発行収入 247,690

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,628

    その他の収入 -

投資活動収支 -212,245

【財務活動収支】

  財務活動支出 387,897

    その他の支出 -

  投資活動収入 238,227

    国県等補助金収入 79,124

    基金取崩収入 157,475

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 450,473

    公共施設等整備費支出 228,843

    基金積立金支出 221,630

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 195,684

【投資活動収支】

    税収等収入 2,187,998

    国県等補助金収入 1,121,667

    使用料及び手数料収入 109,731

    その他の収入 150,756

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,438,635

      補助金等支出 1,365,922

      社会保障給付支出 69,157

      その他の支出 3,556

  業務収入 3,570,153

    業務費用支出 1,935,834

      人件費支出 745,278

      物件費等支出 1,160,774

      支払利息支出 15,929

      その他の支出 13,853

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 3,374,469


