
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 22,426,178 固定負債 6,608,367

有形固定資産 16,029,385 地方債 3,582,122
事業用資産 7,419,313 長期未払金 -                

土地 127,769 退職手当引当金 667,900
立木竹 1,115,829 損失補償等引当金 -                
建物 15,397,648 その他 2,358,345
建物減価償却累計額 -9,295,718 流動負債 971,488
工作物 86,345 1年内償還予定地方債 896,957
工作物減価償却累計額 -12,559 買掛金 -                
船舶 -                未払金 29,667
船舶減価償却累計額 -                未払費用 -                
浮標等 -                前受金 120
浮標等減価償却累計額 -                前受収益 -                
航空機 -                賞与等引当金 38,790
航空機減価償却累計額 -                預り金 5,943
その他 -                その他 11
その他減価償却累計額 -                
建設仮勘定 -                

インフラ資産 8,200,225
土地 43,961
建物 720,665
建物減価償却累計額 -448,196
工作物 20,684,803
工作物減価償却累計額 -12,860,373
その他 -                負債合計 7,579,855
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 59,366 固定資産等形成分 24,043,366

物品 2,087,131 余剰分（不足分） -7,084,285
物品減価償却累計額 -1,677,284 他団体出資等分 -                

無形固定資産 102,006
ソフトウェア 51
その他 101,955

投資その他の資産 6,294,788
投資及び出資金 25,884

有価証券 884
出資金 9,004
その他 15,996

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 11,694
長期貸付金 40,500
基金 4,877,728

減債基金 315,344
その他 4,562,384

その他 1,338,987
徴収不能引当金 -5

流動資産 2,112,758
現金預金 319,256
売掛金 -                
未収金 172,701
短期貸付金 -                
基金 1,617,188

財政調整基金 1,617,188
減債基金 -                

棚卸資産 3,473
その他 138
徴収不能引当金 -                

純資産合計 16,959,081
資産合計 24,538,935 負債及び純資産合計 24,538,935

科目 科目

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）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 6,358,767

業務費用 3,585,089
人件費 1,151,350

職員給与費 934,308
賞与等引当金繰入額 38,853
退職手当引当金繰入額 12,956
その他 165,232

物件費等 2,384,564
物件費 1,249,567
維持補修費 258,414
減価償却費 876,434
その他 148

その他の業務費用 49,175
支払利息 16,403
徴収不能引当金繰入額 5
その他 32,767

移転費用 2,773,678
補助金等 1,728,021
社会保障給付 1,042,428
他会計への繰出金 -                
その他 3,229

経常収益 674,955
使用料及び手数料 532,329
その他 142,626

純経常行政コスト 5,683,811
【純行政コスト】

臨時損失 2,974
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 2,974
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 19,148
資産売却益 9,867
その他 9,281

純行政コスト 5,667,637

科目

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）

固定資産 余剰分
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 16,686,944 24,382,482 -7,695,537 -               
純行政コスト（△） -5,667,637 -5,667,637 -               
財源 5,849,626 5,849,626 -               

税収等 3,858,927 3,858,927 -               
国県等補助金 1,990,699 1,990,699 -               

本年度差額 181,989 181,989 -               
固定資産等の変動（内部変動） -390,349 390,349

有形固定資産等の増加 556,700 -556,700
有形固定資産等の減少 -881,777 881,777
貸付金・基金等の増加 604,179 -604,179
貸付金・基金等の減少 -669,451 669,451

資産評価差額 -                 -               
無償所管換等 4,546 4,546
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 -34,055 47,238 -81,293 -               
その他 119,655 -551 120,207
本年度純資産変動額 272,136 -339,116 611,252 -               

本年度末純資産残高 16,959,081 24,043,366 -7,084,285 -               

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
他団体出資等分



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 5,480,146

業務費用支出 2,706,183
人件費支出 1,139,238
物件費等支出 1,517,790
支払利息支出 16,403
その他の支出 32,752

移転費用支出 2,773,963
補助金等支出 1,728,021
社会保障給付支出 1,042,428
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 3,514

業務収入 6,137,852
税収等収入 3,849,154
国県等補助金収入 1,640,414
使用料及び手数料収入 319,262
その他の収入 329,022

臨時支出
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 -                

臨時収入 10
国県等補助金収入 -                
その他の収入 10

業務活動収支合計 657,716
【投資活動収支】

投資活動支出 1,269,537
公共施設等整備費支出 705,813
基金積立金支出 417,294
投資及び出資金支出 -                
貸付金支出 146,424
その他の支出 5

投資活動収入 850,993
国県等補助金収入 221,645
基金取崩収入 365,538
貸付金元金回収収入 129,207
資産売却収入 19,131
その他の収入 115,472

投資活動収支合計 -418,544
【財務活動収支】

財務活動支出 795,720
地方債償還支出 795,719
その他の支出

財務活動収入 612,566
地方債発行収入 540,074
その他の収入 72,492

財務活動収支合計 -183,153
本年度資金収支額 56,019
前年度末資金残高 258,033
比例連結割合変更に伴う差額 -429
本年度末資金残高 313,624

前年度末歳計外現金残高 6,098
本年度歳計外現金増減額 -466
本年度末歳計外現金残高 5,632
本年度末現金預金残高 319,256

科目

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


