
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 100,551,016 固定負債 24,283,347
有形固定資産 92,143,392 地方債等 19,714,023

事業用資産 35,249,207 長期未払金 -
土地 15,279,453 退職手当引当金 2,720,709
立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 179
建物 45,596,764 その他 1,848,436
建物減価償却累計額 △ 28,402,083 流動負債 3,298,553
工作物 3,053,713 1年内償還予定地方債等 2,710,100
工作物減価償却累計額 △ 1,786,667 未払金 115,706
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 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 328,111
航空機 - 預り金 42,143
航空機減価償却累計額 - その他 102,493
その他 - 27,581,900
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 79,215 固定資産等形成分 105,095,761

インフラ資産 54,139,499 余剰分（不足分） △ 24,905,339
土地 3,902,827 他団体出資等分 18,291
建物 813,096
建物減価償却累計額 △ 390,206
工作物 105,821,188
工作物減価償却累計額 △ 56,710,224
その他 738
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 702,079

物品 13,718,379
物品減価償却累計額 △ 10,963,692

無形固定資産 293,884
ソフトウェア 10,985
その他 282,899

投資その他の資産 8,113,740
投資及び出資金 178,671

有価証券 -
出資金 178,671
その他 -

長期延滞債権 149,869
長期貸付金 26,900
基金 7,768,766

減債基金 -
その他 7,768,766

その他 -
徴収不能引当金 △ 10,467

流動資産 7,239,597
現金預金 2,556,424
未収金 120,048
短期貸付金 989
基金 4,543,756

財政調整基金 4,178,087
減債基金 365,669

棚卸資産 20,406
その他 5,575
徴収不能引当金 △ 7,601

繰延資産 - 80,208,712

107,790,612 107,790,612

【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

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 25,366,014

業務費用 12,753,926

人件費 4,226,999

職員給与費 3,946,116

賞与等引当金繰入額 328,038

退職手当引当金繰入額 △ 327,326

その他 280,171

物件費等 8,175,740

物件費 2,960,008

維持補修費 1,305,122

減価償却費 3,832,145

その他 78,464

その他の業務費用 351,187

支払利息 149,285

徴収不能引当金繰入額 4,522

その他 197,380

移転費用 12,612,088

補助金等 12,196,376

社会保障給付 396,932

その他 18,780

経常収益 2,704,754

使用料及び手数料 1,293,829

その他 1,410,925

純経常行政コスト 22,661,259

臨時損失 2,226,207

災害復旧事業費 126,978

資産除売却損 6,843

損失補償等引当金繰入額 -

その他 2,092,385

臨時利益 7,744

資産売却益 3,775

その他 3,968

純行政コスト 24,879,722

【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



（単位：千円）

合計

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 81,097,009 107,955,970 △ 26,874,136 15,175

純行政コスト（△） △ 24,879,722 △ 24,879,910 187

財源 24,088,619 24,088,619 -

税収等 13,705,335 13,705,335 -

国県等補助金 10,383,284 10,383,284 -

本年度差額 △ 791,103 △ 791,291 187

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,740,365 2,740,365

有形固定資産等の増加 1,382,820 △ 1,382,820

有形固定資産等の減少 △ 3,868,426 3,868,426

貸付金・基金等の増加 507,146 △ 507,146

貸付金・基金等の減少 △ 761,905 761,905

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 12,295 △ 12,295

他団体出資等分の増加 - △ 3,029 3,029

他団体出資等分の減少 - 100 △ 100

比例連結割合変更に伴う差額 △ 105,010 △ 107,550 2,540 -

その他 20,111 - 20,111

本年度純資産変動額 △ 888,297 △ 2,860,209 1,968,797 3,116

本年度末純資産残高 80,208,712 105,095,761 △ 24,905,339 18,291

【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



（単位：千円）（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 21,753,925
業務費用支出 9,141,838

人件費支出 4,499,890
物件費等支出 4,294,337
支払利息支出 149,285
その他の支出 198,326

移転費用支出 12,612,088
補助金等支出 12,196,376
社会保障給付支出 396,932
その他の支出 18,780

業務収入 24,400,156
税収等収入 13,704,532
国県等補助金収入 7,956,648
使用料及び手数料収入 1,340,787
その他の収入 1,398,189

臨時支出 2,213,407
災害復旧事業費支出 126,978
その他の支出 2,086,429

臨時収入 2,181,521
業務活動収支 2,614,344
【投資活動収支】

投資活動支出 1,451,320
公共施設等整備費支出 1,096,836
基金積立金支出 353,706
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 777
その他の支出 -

投資活動収入 819,014
国県等補助金収入 190,659
基金取崩収入 596,357
貸付金元金回収収入 689
資産売却収入 20,717
その他の収入 10,592

投資活動収支 △ 632,306
【財務活動収支】

財務活動支出 2,894,597
地方債償還支出 2,757,893
その他の支出 136,704

財務活動収入 1,265,747
地方債発行収入 1,265,747
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,628,850
353,188

2,171,561
比例連結割合変更に伴う差額 △ 10,240

2,514,508

前年度末歳計外現金残高 37,589
本年度歳計外現金増減額 4,327
本年度末歳計外現金残高 41,916
本年度末現金預金残高 2,556,424

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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


