
【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 30,658,650  固定負債 4,045,835

    有形固定資産 29,328,379    地方債等 3,254,786

      事業用資産 7,109,587    長期未払金 3

        土地 2,232,325    退職手当引当金 704,702

        土地減損損失累計額 -    損失補償等引当金 -

        立木竹 -    その他 86,344

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 489,270

        建物 10,958,371    １年内償還予定地方債等 422,524

        建物減価償却累計額 -6,644,106    未払金 3,087

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 1,197,043    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -638,895    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 47,076

        船舶 -    預り金 12,996

        船舶減価償却累計額 -    その他 3,588

        船舶減損損失累計額 -負債合計 4,535,105

        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 31,894,358

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -4,219,809

        航空機 -  他団体出資等分 18,583

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 70,386

        その他減価償却累計額 -65,536

        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 1,759,883

      物品減価償却累計額 -1,527,165

      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 1,327,816

      投資及び出資金 -65,764

        有価証券 13,414

        出資金 -79,486

        その他 308

      長期延滞債権 5,331

      長期貸付金 -

      基金 1,311,941

        減債基金 602,954

        その他 708,986

      その他 76,379

      徴収不能引当金 -70

  流動資産 1,569,586

    現金預金 314,105

    未収金 3,916

    短期貸付金 -

    基金 1,235,707

      財政調整基金 1,235,707

      減債基金 -

    棚卸資産 9,129

    その他 6,729

    徴収不能引当金 -1

  繰延資産 -純資産合計 27,693,131

資産合計 32,228,237負債及び純資産合計 32,228,237

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 1,653

    その他 -

純行政コスト 4,700,784

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,653

  臨時損失 857

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 857

    使用料及び手数料 202,476

    その他 254,628

純経常行政コスト 4,701,580

      社会保障給付 267,675

      その他 3,807

  経常収益 457,104

        その他 33,063

    移転費用 1,360,682

      補助金等 1,089,200

      その他の業務費用 50,510

        支払利息 17,422

        徴収不能引当金繰入額 25

        維持補修費 469,001

        減価償却費 1,567,070

        その他 56,014

        その他 295,845

      物件費等 2,843,719

        物件費 751,634

        職員給与費 560,863

        賞与等引当金繰入額 47,076

        退職手当引当金繰入額 -12

  経常費用 5,158,683

    業務費用 3,798,001

      人件費 903,772

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：連結会計 （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 28,831,949 33,088,555 -4,277,864 21,258

  純行政コスト（△） -4,700,784 -4,698,094 -2,689

  財源 3,560,484 3,560,484 -

    税収等 2,244,719 2,244,719 -

    国県等補助金 1,315,766 1,315,766 -

  本年度差額 -1,140,299 -1,137,610 -2,689

  固定資産等の変動（内部変動） -1,193,300 1,193,300

    有形固定資産等の増加 335,487 -335,487

    有形固定資産等の減少 -1,574,878 1,574,878

    貸付金・基金等の増加 239,610 -239,610

    貸付金・基金等の減少 -193,519 193,519

  資産評価差額 -2 -2

  無償所管換等 3,900 3,900

  他団体出資等分の増加 -15 15

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,932 -4,567 2,635 0

  その他 -484 -229 -256

  本年度純資産変動額 -1,138,818 -1,194,198 58,055 -2,675

本年度末純資産残高 27,693,131 31,894,358 -4,219,809 18,583

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 1,707

本年度歳計外現金増減額 11,274

本年度末歳計外現金残高 12,981

本年度末現金預金残高 314,105

財務活動収支 -139,054

本年度資金収支額 -138,413

前年度末資金残高 439,745

比例連結割合変更に伴う差額 -208

本年度末資金残高 301,123

    地方債等償還支出 406,858

    その他の支出 505

  財務活動収入 268,309

    地方債等発行収入 248,309

    その他の収入 20,000

    資産売却収入 1,653

    その他の収入 -

投資活動収支 -262,511

【財務活動収支】

  財務活動支出 407,363

    その他の支出 -

  投資活動収入 296,736

    国県等補助金収入 103,167

    基金取崩収入 191,916

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 559,248

    公共施設等整備費支出 328,041

    基金積立金支出 231,207

    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 24

業務活動収支 263,152

【投資活動収支】

    税収等収入 2,246,269

    国県等補助金収入 1,214,316

    使用料及び手数料収入 203,464

    その他の収入 253,386

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,410,371

      補助金等支出 1,091,687

      社会保障給付支出 267,675

      その他の支出 51,009

  業務収入 3,917,435

    業務費用支出 2,243,937

      人件費支出 903,720

      物件費等支出 1,289,404

      支払利息支出 16,929

      その他の支出 33,884

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 3,654,307


