
【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 20,107,981   固定負債 11,006,838

    有形固定資産 17,892,656     地方債等 9,185,367

      事業用資産 11,692,707     長期未払金 -

        土地 2,896,132     退職手当引当金 1,560,324

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 2,078     その他 261,147

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 169,544

        建物 25,016,139     １年内償還予定地方債等 57,582

        建物減価償却累計額 -16,361,424     未払金 9,137

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 193,994     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -71,372     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 73,549

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 29,276

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,176,382

        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 22,003,893

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -10,688,567

        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 17,160

      インフラ資産 5,417,575

        土地 946,446

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,653,433

        建物減価償却累計額 -1,506,320

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,352,234

        工作物減価償却累計額 -2,081,648

        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 53,430

      物品 2,154,620

      物品減価償却累計額 -1,372,247

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,083

      ソフトウェア 15,083

      その他 -

    投資その他の資産 2,200,242

      投資及び出資金 50,944

        有価証券 17,480

        出資金 33,464

        その他 -

      長期延滞債権 51,719

      長期貸付金 77,000

      基金 2,023,489

        減債基金 -

        その他 2,023,489

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,910

  流動資産 2,383,728

    現金預金 465,763

    未収金 19,015

    短期貸付金 -

    基金 1,895,912

      財政調整基金 1,556,685

      減債基金 339,227

    棚卸資産 3,290

    その他 -

    徴収不能引当金 -253

  繰延資産 - 純資産合計 11,315,326

資産合計 22,491,709 負債及び純資産合計 22,491,709

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）

    資産売却益 6,704

    その他 1,269

純行政コスト 7,698,617

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 7,973

  臨時損失 6,068

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,068

    使用料及び手数料 444,432

    その他 162,281

純経常行政コスト 7,700,521

      社会保障給付 428,406

      その他 5,957

  経常収益 606,712

        その他 41,048

    移転費用 4,361,785

      補助金等 3,927,422

      その他の業務費用 120,911

        支払利息 79,937

        徴収不能引当金繰入額 -74

        維持補修費 260,785

        減価償却費 870,658

        その他 -

        その他 228,761

      物件費等 2,560,929

        物件費 1,429,486

        職員給与費 961,299

        賞与等引当金繰入額 73,549

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,307,234

    業務費用 3,945,448

      人件費 1,263,609

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

科目名 金額



【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 9,741,759 21,176,645 -11,434,887 -

  純行政コスト（△） -7,698,617 -7,698,617 -

  財源 8,040,883 8,040,883 -

    税収等 4,925,942 4,925,942 -

    国県等補助金 3,114,941 3,114,941 -

  本年度差額 342,267 342,267 -

  固定資産等の変動（内部変動） -144,689 144,689

    有形固定資産等の増加 712,203 -712,203

    有形固定資産等の減少 -870,658 870,658

    貸付金・基金等の増加 276,241 -276,241

    貸付金・基金等の減少 -262,475 262,475

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 711,361 711,361

  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 519,940 260,576 259,365

  本年度純資産変動額 1,573,568 827,248 746,320 -

本年度末純資産残高 11,315,326 22,003,893 -10,688,567 -

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）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 465,763

財務活動収支 -366,324

本年度資金収支額 108,903

前年度末資金残高 356,860

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 465,763

    地方債等償還支出 1,141,193

    その他の支出 20,904

  財務活動収入 795,773

    地方債等発行収入 795,773

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,704

    その他の収入 -

投資活動収支 -564,599

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,162,097

    その他の支出 -

  投資活動収入 420,728

    国県等補助金収入 162,979

    基金取崩収入 171,745

    貸付金元金回収収入 79,300

  投資活動支出 985,327

    公共施設等整備費支出 711,906

    基金積立金支出 195,921

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 77,500

    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 1,039,827

【投資活動収支】

    税収等収入 4,922,807

    国県等補助金収入 2,951,962

    使用料及び手数料収入 444,101

    その他の収入 163,094

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,361,785

      補助金等支出 3,927,422

      社会保障給付支出 428,406

      その他の支出 5,957

  業務収入 8,481,964

    業務費用支出 3,080,352

      人件費支出 1,265,107

      物件費等支出 1,735,308

      支払利息支出 79,937

      その他の支出 -

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 7,442,137


