
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 57,807,106 固定負債 11,551,359

有形固定資産 54,456,678 地方債等 5,852,899
事業用資産 10,909,157 長期未払金 37,110

土地 6,138,772 退職手当引当金 1,268,231
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,794,129 その他 4,393,119
建物減価償却累計額 △ 9,683,175 流動負債 986,914
工作物 1,513,926 1年内償還予定地方債等 782,603
工作物減価償却累計額 △ 1,123,962 未払金 59,771
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 94,274
航空機 - 預り金 44,481
航空機減価償却累計額 - その他 5,785
その他 - 12,538,272
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 3,725 固定資産等形成分 58,687,666

インフラ資産 42,503,508 余剰分（不足分） △ 10,811,214
土地 1,313,418 他団体出資等分 -
建物 904,465
建物減価償却累計額 △ 318,231
工作物 103,849,858
工作物減価償却累計額 △ 63,293,703
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 47,702

物品 2,947,678
物品減価償却累計額 △ 1,903,665

無形固定資産 550,556
ソフトウェア 4,725
その他 545,831

投資その他の資産 2,799,872
投資及び出資金 300,625

有価証券 113,034
出資金 187,590
その他 -

投資損失引当金 75
長期延滞債権 72,937
長期貸付金 117
基金 2,317,063

減債基金 74,998
その他 2,242,065

その他 111,930
徴収不能引当金 △ 2,874

流動資産 2,607,618
現金預金 1,251,943
未収金 377,641
短期貸付金 -
基金 880,559

財政調整基金 880,559
減債基金 -

棚卸資産 796
その他 100,185
徴収不能引当金 △ 3,507

繰延資産 - 47,876,452
60,414,724 60,414,724

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（令和 3年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

資産売却益

その他

純行政コスト

246

【様式第２号】

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

12,499,011

6,161,153

1,482,924

1,197,324

95,034

3,861,312

190,321

4,449,893

1,489,033

241,246

2,716,169

3,445

228,336

72,963

1,395

153,978

6,337,858

-

2,459,326

-

17,221

817,308

511,994

305,314

11,681,704

18,769

-

434

-

18,335

1,286

660

627

11,699,187



連結 （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 60,230,403 △ 11,735,155 -

純行政コスト（△） △ 11,699,187 -

財源 11,110,562 -

税収等 6,294,320 -

国県等補助金 4,816,242 -

本年度差額 △ 588,625 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,442,807 1,442,807

有形固定資産等の増加 878,119 △ 878,119

有形固定資産等の減少 △ 2,706,329 2,706,329

貸付金・基金等の増加 570,481 △ 570,481

貸付金・基金等の減少 △ 185,079 185,079

資産評価差額 3,813

無償所管換等 29

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 △ 20,976 7,426  

その他 △ 82,795 62,333

本年度純資産変動額 △ 1,542,737 923,941 -

本年度末純資産残高 58,687,666 △ 10,811,214 -

【様式第３号】

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

3,813

48,495,248

△ 11,699,187

11,110,562

6,294,320

4,816,242

△ 588,625

47,876,452

29

-

-

△ 13,550

△ 20,462

△ 618,796



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 9,827,333

業務費用支出 3,489,294

人件費支出 1,483,640

物件費等支出 1,736,461

支払利息支出 72,963

その他の支出 196,229

移転費用支出 6,338,039

補助金等支出 3,861,493

社会保障給付支出 2,459,326

他会計への繰出支出 -

その他の支出 17,221

業務収入 11,259,067

税収等収入 6,218,995

国県等補助金収入 4,260,261

使用料及び手数料収入 514,029

その他の収入 265,783

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 1,431,734

【投資活動収支】

投資活動支出 1,332,463

公共施設等整備費支出 849,412

基金積立金支出 454,603

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 28,040

その他の支出 408

投資活動収入 402,413

国県等補助金収入 210,707

基金取崩収入 123,566

貸付金元金回収収入 28,002

資産売却収入 701

その他の収入 39,437

投資活動収支 △ 930,050

【財務活動収支】

財務活動支出 821,128

地方債等償還支出 814,237

その他の支出 6,891

財務活動収入 465,109

地方債等発行収入 465,109

その他の収入 -

財務活動収支 △ 356,019

145,665

1,084,475

比例連結割合変更に伴う差額 △ 1,484

1,228,656

前年度末歳計外現金残高 38,526

本年度歳計外現金増減額 △ 15,210

比例連結割合変更に伴う差額 △ 30

本年度末歳計外現金残高 23,286

本年度末現金預金残高 1,251,943

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


