
【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 2,731,023,056   固定負債 1,240,257,662

    有形固定資産 2,672,208,766     地方債等 986,937,586

      事業用資産 985,445,286     長期未払金 7,006,878

        土地 677,901,436     退職手当引当金 63,525,688

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 392,645

        立木竹 12,304     その他 182,394,865

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 125,452,534

        建物 701,336,531     １年内償還予定地方債等 97,752,644

        建物減価償却累計額 -420,195,642     未払金 8,202,259

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,631,925

        工作物 92,914,423     前受金 1,362,741

        工作物減価償却累計額 -79,147,775     前受収益 11

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,820,945

        船舶 935,248     預り金 8,919,718

        船舶減価償却累計額 -931,362     その他 762,291

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,365,710,196

        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 2,839,585,559

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,317,995,858

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 247,449

        航空機減価償却累計額 -1,778,700

        航空機減損損失累計額 -

        その他 6,955,067

        その他減価償却累計額 -6,501,128

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,166,184

      インフラ資産 1,638,032,135

        土地 759,241,950

        土地減損損失累計額 -

        建物 54,937,945

        建物減価償却累計額 -33,961,382

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,265,838,965

        工作物減価償却累計額 -1,484,601,994

        工作物減損損失累計額 -

        その他 848,760

        その他減価償却累計額 -296,280

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 76,024,171

      物品 144,889,097

      物品減価償却累計額 -96,157,752

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 27,482,919

      ソフトウェア 657,433

      その他 26,825,486

    投資その他の資産 31,331,371

      投資及び出資金 2,274,180

        有価証券 203,789

        出資金 2,070,391

        その他 -

      長期延滞債権 7,388,820

      長期貸付金 2,403,878

      基金 19,868,139

        減債基金 -

        その他 19,868,139

      その他 483,424

      徴収不能引当金 -1,087,070

  流動資産 156,524,290

    現金預金 35,885,738

    未収金 12,562,054

    短期貸付金 241,819

    基金 108,320,685

      財政調整基金 13,964,165

      減債基金 94,356,520

    棚卸資産 266,120

    その他 73,506

    徴収不能引当金 -825,632

  繰延資産 - 純資産合計 1,521,837,150

資産合計 2,887,547,346 負債及び純資産合計 2,887,547,346

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 502,870

    その他 906,228

純行政コスト 722,769,483

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 100,170,044

  臨時利益 1,409,098

  臨時損失 104,655,628

    災害復旧事業費 1,655,528

    資産除売却損 2,830,056

    使用料及び手数料 38,998,532

    その他 25,943,752

純経常行政コスト 619,522,953

      社会保障給付 96,978,766

      その他 3,924,075

  経常収益 64,942,284

        その他 13,257,681

    移転費用 360,924,667

      補助金等 260,021,826

      その他の業務費用 22,809,177

        支払利息 7,789,295

        徴収不能引当金繰入額 1,762,201

        維持補修費 9,536,882

        減価償却費 61,956,348

        その他 1,602,389

        その他 7,300,856

      物件費等 182,631,532

        物件費 109,535,913

        職員給与費 100,248,661

        賞与等引当金繰入額 6,668,862

        退職手当引当金繰入額 3,881,482

  経常費用 684,465,237

    業務費用 323,540,570

      人件費 118,099,861

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



【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 1,542,429,836 2,866,324,940 -1,324,752,838 857,734

  純行政コスト（△） -722,769,483 -722,643,623 -125,860

  財源 707,234,612 707,112,868 121,744

    税収等 368,436,628 368,435,603 1,025

    国県等補助金 338,797,984 338,677,265 120,719

  本年度差額 -15,534,871 -15,530,755 -4,116

  固定資産等の変動（内部変動） -28,079,648 28,079,648

    有形固定資産等の増加 38,633,884 -38,633,884

    有形固定資産等の減少 -71,017,608 71,017,608

    貸付金・基金等の増加 66,516,934 -66,516,934

    貸付金・基金等の減少 -62,212,858 62,212,858

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,039,436 1,039,436

  他団体出資等分の増加 - - -

  他団体出資等分の減少 - 606,169 -606,169

  比例連結割合変更に伴う差額 -8,746 -1,278 -7,468 -

  その他 -6,088,505 302,109 -6,390,614

  本年度純資産変動額 -20,592,686 -26,739,381 6,756,980 -610,285

本年度末純資産残高 1,521,837,150 2,839,585,559 -1,317,995,858 247,449

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



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 8,712,946

本年度歳計外現金増減額 132,763

本年度末歳計外現金残高 8,845,709

本年度末現金預金残高 35,885,738

財務活動収支 1,443,194

本年度資金収支額 511,614

前年度末資金残高 26,537,285

比例連結割合変更に伴う差額 -8,870

本年度末資金残高 27,040,029

    地方債等償還支出 93,616,284

    その他の支出 2,276,884

  財務活動収入 97,336,362

    地方債等発行収入 96,866,277

    その他の収入 470,085

    資産売却収入 1,887,453

    その他の収入 24,396,400

投資活動収支 -33,526,603

【財務活動収支】

  財務活動支出 95,893,168

    その他の支出 22,748,637

  投資活動収入 58,196,739

    国県等補助金収入 5,626,022

    基金取崩収入 26,001,782

    貸付金元金回収収入 285,082

  投資活動支出 91,723,342

    公共施設等整備費支出 32,844,478

    基金積立金支出 35,918,115

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 212,112

    災害復旧事業費支出 1,655,528

    その他の支出 98,589,733

  臨時収入 99,220,504

業務活動収支 32,595,023

【投資活動収支】

    税収等収入 358,576,966

    国県等補助金収入 235,974,145

    使用料及び手数料収入 39,704,967

    その他の収入 24,583,211

  臨時支出 100,245,261

    移転費用支出 361,045,081

      補助金等支出 260,142,240

      社会保障給付支出 96,978,766

      その他の支出 3,924,075

  業務収入 658,839,289

    業務費用支出 264,174,428

      人件費支出 121,916,571

      物件費等支出 118,280,709

      支払利息支出 7,789,396

      その他の支出 16,187,752

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 625,219,509


