
【全体会計】 【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 149,132,595   固定負債 83,977,684

    有形固定資産 135,031,087     地方債等 45,398,299

      事業用資産 56,278,414     長期未払金 -

        土地 31,310,920     退職手当引当金 6,102,743

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 32,476,642

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,269,064

        建物 70,804,512     １年内償還予定地方債等 4,449,702

        建物減価償却累計額 -46,456,943     未払金 1,559,652

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 774,350     前受金 71

        工作物減価償却累計額 -187,032     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 656,526

        船舶 -     預り金 603,059

        船舶減価償却累計額 -     その他 54

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 91,246,748

        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 152,480,763

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -85,110,730

        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 32,605

      インフラ資産 77,802,168

        土地 12,861,272

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,552,493

        建物減価償却累計額 -900,098

        建物減損損失累計額 -

        工作物 93,775,563

        工作物減価償却累計額 -31,145,702

        工作物減損損失累計額 -

        その他 4,268,246

        その他減価償却累計額 -2,850,452

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 240,845

      物品 3,719,165

      物品減価償却累計額 -2,768,659

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,409,332

      ソフトウェア 196,894

      その他 6,212,438

    投資その他の資産 7,692,176

      投資及び出資金 304,828

        有価証券 -

        出資金 304,828

        その他 -

      長期延滞債権 586,197

      長期貸付金 200

      基金 6,853,818

        減債基金 -

        その他 6,853,818

      その他 102

      徴収不能引当金 -52,969

  流動資産 9,484,185

    現金預金 4,939,699

    未収金 1,080,491

    短期貸付金 1,053

    基金 3,347,114

      財政調整基金 3,347,114

      減債基金 -

    棚卸資産 16,042

    その他 125,394

    徴収不能引当金 -25,609

  繰延資産 - 純資産合計 67,370,032

資産合計 158,616,780 負債及び純資産合計 158,616,780

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【全体会計】 【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 1,976

    その他 18,958

純行政コスト 72,987,409

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 103

  臨時利益 20,934

  臨時損失 11,263

    災害復旧事業費 11,160

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 3,564,738

    その他 782,865

純経常行政コスト 72,997,081

      社会保障給付 11,818,521

      その他 23,089

  経常収益 4,347,604

        その他 378,376

    移転費用 54,306,814

      補助金等 42,465,204

      その他の業務費用 900,470

        支払利息 471,432

        徴収不能引当金繰入額 50,662

        維持補修費 507,440

        減価償却費 4,723,072

        その他 184,394

        その他 1,482,062

      物件費等 13,172,428

        物件費 7,757,522

        職員給与費 6,290,782

        賞与等引当金繰入額 644,159

        退職手当引当金繰入額 547,969

  経常費用 77,344,685

    業務費用 23,037,870

      人件費 8,964,972

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



【全体会計】 【様式第3号】

（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 68,246,646 154,727,663 -86,481,017 -

  純行政コスト（△） -72,987,409 -72,987,409 -

  財源 71,721,996 71,721,996 -

    税収等 34,703,186 34,703,186 -

    国県等補助金 37,018,809 37,018,809 -

  本年度差額 -1,265,414 -1,265,414 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,343,773 2,343,773

    有形固定資産等の増加 2,969,840 -2,969,840

    有形固定資産等の減少 -4,788,557 4,788,557

    貸付金・基金等の増加 2,673,192 -2,673,192

    貸付金・基金等の減少 -3,198,249 3,198,249

  資産評価差額 -439 -439

  無償所管換等 97,312 97,312

  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 291,927 - 291,927

  本年度純資産変動額 -876,613 -2,246,900 1,370,287 -

本年度末純資産残高 67,370,032 152,480,763 -85,110,730 -

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



【全体会計】 【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 497,462

本年度歳計外現金増減額 -34,550

本年度末歳計外現金残高 462,912

本年度末現金預金残高 4,939,699

財務活動収支 -587,433

本年度資金収支額 -219,196

前年度末資金残高 4,695,983

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,476,787

    地方債等償還支出 4,394,972

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,807,539

    地方債等発行収入 3,515,612

    その他の収入 291,927

    資産売却収入 1,976

    その他の収入 309,422

投資活動収支 -1,367,696

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,394,972

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,620,930

    国県等補助金収入 842,621

    基金取崩収入 1,321,884

    貸付金元金回収収入 1,145,028

  投資活動支出 4,988,626

    公共施設等整備費支出 2,940,919

    基金積立金支出 910,157

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,137,550

    災害復旧事業費支出 11,160

    その他の支出 -

  臨時収入 13,084,816

業務活動収支 1,735,933

【投資活動収支】

    税収等収入 33,154,865

    国県等補助金収入 23,376,308

    使用料及び手数料収入 3,436,806

    その他の収入 771,583

  臨時支出 11,160

    移転費用支出 54,306,814

      補助金等支出 42,465,204

      社会保障給付支出 11,818,521

      その他の支出 23,089

  業務収入 60,739,562

    業務費用支出 17,770,472

      人件費支出 8,768,458

      物件費等支出 8,354,004

      支払利息支出 471,432

      その他の支出 176,578

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 72,077,286


