
【連結会計】 【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 158,852,631   固定負債 87,229,000

    有形固定資産 142,607,638     地方債等 47,279,786

      事業用資産 58,361,374     長期未払金 -

        土地 32,173,755     退職手当引当金 6,574,868

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 91,477

        立木竹 -     その他 33,282,869

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,841,753

        建物 73,014,914     １年内償還予定地方債等 4,603,777

        建物減価償却累計額 -48,076,947     未払金 2,872,308

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,662

        工作物 1,315,391     前受金 20,822

        工作物減価償却累計額 -626,740     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 699,897

        船舶 -     預り金 628,099

        船舶減価償却累計額 -     その他 15,188

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 96,070,753

        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 162,200,798

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -86,922,403

        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 11

        その他減価償却累計額 -11

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 561,000

      インフラ資産 82,191,288

        土地 13,287,256

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,294,587

        建物減価償却累計額 -1,973,922

        建物減損損失累計額 -

        工作物 100,654,025

        工作物減価償却累計額 -35,070,925

        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 582,472

      物品 15,186,331

      物品減価償却累計額 -13,131,354

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,623,082

      ソフトウェア 200,725

      その他 6,422,357

    投資その他の資産 9,621,911

      投資及び出資金 89,611

        有価証券 76,349

        出資金 13,263

        その他 -

      長期延滞債権 596,586

      長期貸付金 537

      基金 8,988,415

        減債基金 -

        その他 8,988,415

      その他 14,303

      徴収不能引当金 -67,541

  流動資産 12,496,517

    現金預金 7,564,684

    未収金 1,418,177

    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 21,469

    その他 169,629

    徴収不能引当金 -25,609

  繰延資産 - 純資産合計 75,278,395

資産合計 171,349,148 負債及び純資産合計 171,349,148

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【連結会計】 【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 95,383,908

    業務費用 29,103,321

      人件費 10,155,768

        職員給与費 7,164,147

        賞与等引当金繰入額 677,022

        退職手当引当金繰入額 578,951

        その他 1,735,648

      物件費等 14,838,282

        物件費 8,798,033

        維持補修費 698,891

        減価償却費 5,092,436

        その他 248,921

      その他の業務費用 4,109,271

        支払利息 499,377

        徴収不能引当金繰入額 51,065

        その他 3,558,830

    移転費用 66,280,587

      補助金等 54,395,454

      社会保障給付 11,819,360

      その他 65,773

  経常収益 9,798,774

    使用料及び手数料 4,153,820

    その他 5,644,954

純経常行政コスト 85,585,134

  臨時損失 25,432

    災害復旧事業費 11,160

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,273

  臨時利益 37,181

    資産売却益 2,641

    その他 34,541

純行政コスト 85,573,385



【連結会計】 【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 75,082,556 163,192,818 -88,110,262 -

  純行政コスト（△） -85,573,385 -85,573,385 -

  財源 85,070,711 85,070,711 -

    税収等 41,304,468 41,304,468 -

    国県等補助金 43,766,243 43,766,243 -

  本年度差額 -502,674 -502,674 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 -439 -439

  無償所管換等 97,850 97,850

  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 473,932 769,907 -295,975 -

  その他 127,170 5,550 121,621

  本年度純資産変動額 195,838 -992,021 1,187,859 -

本年度末純資産残高 75,278,395 162,200,798 -86,922,403 -

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



【連結会計】 【様式第4号】

（単位：千円）

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

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  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

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高 497,479

本年度歳計外現金増減額 -34,548

本年度末歳計外現金残高 462,931

本年度末現金預金残高 7,564,684

財務活動収支

本年度資金収支額 650,781

前年度末資金残高 6,349,827

比例連結割合変更に伴う差額 101,145

本年度末資金残高 7,101,753


