
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 27,889,620   固定負債 4,137,105

    有形固定資産 24,634,669     地方債 3,508,439

      事業用資産 11,823,951     長期未払金 0

        土地 4,476,599     退職手当引当金 628,667

        立木竹 －     損失補償等引当金 －

        建物 16,030,977     その他 －

        建物減価償却累計額 △ 9,504,159   流動負債 487,180

        工作物 1,233,910     １年内償還予定地方債 416,825

        工作物減価償却累計額 △ 495,979     未払金 51

        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 70,269

        航空機 －     預り金 34

        航空機減価償却累計額 －     その他 －

        その他 750,627 負債合計 4,624,285

        その他減価償却累計額 △ 729,684 【純資産の部】

        建設仮勘定 61,660   固定資産等形成分 28,875,612

      インフラ資産 12,558,967   余剰分（不足分） △ 4,281,684

        土地 1,384,659 　他団体出資等分 1,268

        建物 4,276,584

        建物減価償却累計額 △ 825,007

        工作物 20,185,694

        工作物減価償却累計額 △ 12,539,857

        その他 17,411

        その他減価償却累計額 △ 17,411

        建設仮勘定 76,893

      物品 725,263

      物品減価償却累計額 △ 473,512

    無形固定資産 108,374

      ソフトウェア 108,119

      その他 254

    投資その他の資産 3,146,577

      投資及び出資金 266,436

        有価証券 －

        出資金 266,436

        その他 －

      投資損失引当金 －

      長期延滞債権 15,460

      長期貸付金 26,842

      基金 2,838,112

        減債基金 474,164

        その他 2,363,949

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 273

  流動資産 1,329,862

    現金預金 323,275

    未収金 13,617

    短期貸付金 4,575

    基金 981,418

      財政調整基金 981,418

      減債基金 －

    棚卸資産 7,509

    その他 －

    徴収不能引当金 △ 531 純資産合計 24,595,196

資産合計 29,219,481 負債及び純資産合計 29,219,481

連結貸借対照表
（令和　3　年　3　月　31　日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

科目名 金額

  経常費用 5,303,286

    業務費用 3,795,758

      人件費 1,089,915

        職員給与費 944,816

        賞与等引当金繰入額 70,269

        退職手当引当金繰入額 0

        その他 74,830

      物件費等 2,653,638

        物件費 1,594,550

        維持補修費 56,948

        減価償却費 993,089

        その他 9,050

      その他の業務費用 52,205

        支払利息 37,035

        徴収不能引当金繰入額 281

        その他 14,889

    移転費用 1,507,528

      補助金等 1,415,066

      社会保障給付 71,870

      他会計への繰出金 －

      その他 20,592

  経常収益 578,596

    使用料及び手数料 412,002

    その他 166,593

純経常行政コスト 4,724,691

  臨時損失 1,118

    災害復旧事業費 －

    資産除売却損 1,118

    投資損失引当金繰入額 －

    損失補償等引当金繰入額 －

    その他 －

  臨時利益 －

    資産売却益 －

    その他 －

純行政コスト 4,725,808

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



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 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 23,921,858 27,992,729 △ 4,072,279 1,408

  純行政コスト（△） △ 4,725,808 △ 4,725,668 △ 140

  財源 5,398,633 5,398,633 －

    税収等 2,426,654 2,426,654 －

    国県等補助金 2,971,979 2,971,979 －

  本年度差額 672,825 672,964 △ 140

  固定資産等の変動（内部変動） 882,291 △ 882,291 －

    有形固定資産等の増加 1,767,164 △ 1,767,164 －

    有形固定資産等の減少 △ 994,207 994,207 －

    貸付金・基金等の増加 256,120 △ 256,120 －

    貸付金・基金等の減少 △ 146,785 146,785 －

  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 －

　比例連結割合に伴う差額 509 592 △ 82

  その他 4 － 4 －

  本年度純資産変動額 673,338 882,883 △ 209,405 △ 140

本年度末純資産残高 24,595,196 28,875,612 △ 4,281,684 1,268

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】

（単位：千円）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 4,278,218

    業務費用支出 2,770,690

      人件費支出 1,058,835

      物件費等支出 1,671,936

      支払利息支出 37,035

      その他の支出 2,884

    移転費用支出 1,507,528

      補助金等支出 1,415,066

      社会保障給付支出 71,870

      他会計への繰出支出 －

      その他の支出 20,592

  業務収入 5,424,313

    税収等収入 2,419,256

    国県等補助金収入 2,421,758

    使用料及び手数料収入 411,999

    その他の収入 171,299

  臨時支出 －

    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 1,146,095

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,995,660

    公共施設等整備費支出 1,748,567

    基金積立金支出 243,493

    投資及び出資金支出 －

    貸付金支出 3,600

    その他の支出 －

  投資活動収入 657,732

    国県等補助金収入 550,221

    基金取崩収入 104,369

    貸付金元金回収収入 3,143

    資産売却収入 －

    その他の収入 －

投資活動収支 △ 1,337,928

【財務活動収支】

  財務活動支出 297,963

    地方債償還支出 297,963

    その他の支出 －

  財務活動収入 543,500

    地方債発行収入 543,500

    その他の収入 －

財務活動収支 245,537

本年度資金収支額 53,704

前年度末資金残高 268,279

比例連結割合に伴う差額 5

本年度末資金残高 321,988

前年度末歳計外現金残高 23

本年度歳計外現金増減額 1,264

本年度末歳計外現金残高 1,287

本年度末現金預金残高 323,275

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


