
【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 2,719,806,991   固定負債 1,235,633,398

    有形固定資産 2,662,501,428     地方債等 986,909,089

      事業用資産 980,414,907     長期未払金 7,004,537

        土地 676,615,236     退職手当引当金 59,560,109

        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 181,767,018

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 121,271,026

        建物 697,271,550     １年内償還予定地方債等 97,719,690

        建物減価償却累計額 -417,382,590     未払金 6,526,670

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 81,258,185     前受金 1,083,757

        工作物減価償却累計額 -69,963,313     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,440,912

        船舶 916,594     預り金 8,845,438

        船舶減価償却累計額 -916,594     その他 654,559

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,356,904,424

        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 2,828,335,637

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,322,572,035

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 -

        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 12,149,596

      インフラ資産 1,638,032,136

        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 -1,484,601,993

        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 133,705,672

      物品減価償却累計額 -89,651,287

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 27,167,781

      ソフトウェア 358,247

      その他 26,809,534

    投資その他の資産 30,137,782

      投資及び出資金 3,690,491

        有価証券 -

        出資金 3,690,491

        その他 -

      長期延滞債権 7,379,744

      長期貸付金 6,067,998

      基金 13,968,747

        減債基金 -

        その他 13,968,747

      その他 112,666

      徴収不能引当金 -1,081,864

  流動資産 142,861,035

    現金預金 22,849,630

    未収金 12,156,823

    短期貸付金 238,267

    基金 108,290,379

      財政調整基金 13,933,859

      減債基金 94,356,520

    棚卸資産 115,782

    その他 34,208

    徴収不能引当金 -824,054

  繰延資産 - 純資産合計 1,505,763,602

資産合計 2,862,668,026 負債及び純資産合計 2,862,668,026

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

全体行政コスト計算書
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 605,611,557

    業務費用 316,644,643

      人件費 108,880,383

        職員給与費 92,545,764

        賞与等引当金繰入額 6,342,458

        退職手当引当金繰入額 3,270,225

        その他 6,721,936

      物件費等 186,528,867

        物件費 116,329,125

        維持補修費 9,186,293

        減価償却費 61,013,449

        その他 -

      その他の業務費用 21,235,393

        支払利息 7,786,579

        徴収不能引当金繰入額 1,761,931

        その他 11,686,883

    移転費用 288,966,914

      補助金等 188,405,946

      社会保障給付 96,978,766

      その他 3,582,202

  経常収益 61,825,730

    使用料及び手数料 38,998,532

    その他 22,827,198

純経常行政コスト 543,785,827

  臨時損失 103,957,915

    災害復旧事業費 1,655,528

    資産除売却損 2,785,490

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 99,516,897

  臨時利益 1,256,099

    資産売却益 502,870

    その他 753,229

純行政コスト 646,487,643



【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 1,527,324,762 2,855,432,254 -1,328,107,492 -

  純行政コスト（△） -646,487,643 -646,487,643 -

  財源 629,128,855 629,128,855 -

    税収等 328,821,713 328,821,713 -

    国県等補助金 300,307,142 300,307,142 -

  本年度差額 -17,358,788 -17,358,788 -

  固定資産等の変動（内部変動） -28,136,053 28,136,053

    有形固定資産等の増加 35,258,823 -35,258,823

    有形固定資産等の減少 -68,184,969 68,184,969

    貸付金・基金等の増加 64,732,932 -64,732,932

    貸付金・基金等の減少 -59,942,839 59,942,839

  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 - - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -5,241,808 - -5,241,808

  本年度純資産変動額 -21,561,160 -27,096,617 5,535,457 -

本年度末純資産残高 1,505,763,602 2,828,335,637 -1,322,572,035 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 547,609,387

    業務費用支出 258,532,873

      人件費支出 113,077,166

      物件費等支出 122,958,597

      支払利息支出 7,786,680

      その他の支出 14,710,430

    移転費用支出 289,076,514

      補助金等支出 188,515,545

      社会保障給付支出 96,978,767

      その他の支出 3,582,202

  業務収入 577,808,948

    税収等収入 318,962,050

    国県等補助金収入 197,526,710

    使用料及び手数料収入 39,704,967

    その他の収入 21,615,221

  臨時支出 100,220,102

    災害復旧事業費支出 1,655,528

    その他の支出 98,564,574

  臨時収入 99,172,776

業務活動収支 29,152,235

【投資活動収支】

  投資活動支出 89,484,415

    公共施設等整備費支出 31,096,986

    基金積立金支出 35,426,761

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 212,112

    その他の支出 22,748,556

  投資活動収入 58,245,634

    国県等補助金収入 5,623,207

    基金取崩収入 25,552,236

    貸付金元金回収収入 534,338

    資産売却収入 1,887,453

    その他の収入 24,648,400

投資活動収支 -31,238,781

【財務活動収支】

  財務活動支出 95,378,253

    地方債等償還支出 93,613,562

    その他の支出 1,764,691

  財務活動収入 96,864,914

    地方債等発行収入 96,864,914

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 8,712,790

本年度歳計外現金増減額 132,648

本年度末歳計外現金残高 8,845,438

本年度末現金預金残高 22,849,629

財務活動収支 1,486,661

本年度資金収支額 -599,885

前年度末資金残高 14,604,076

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 14,004,191


