
連結 （単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 38,744,868 固定負債 10,383,145
有形固定資産 34,608,933 地方債 9,375,466

事業用資産 7,111,585 長期未払金 76,221
土地 3,425,347 退職手当引当金 931,459
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 13,274,803 その他 -
建物減価償却累計額 △ 9,735,312 流動負債 1,293,914
工作物 1,247,638 1年内償還予定地方債 986,075
工作物減価償却累計額 △ 1,131,591 未払金 141,624
船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 720
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 98,178
航空機 - 預り金 54,597
航空機減価償却累計額 - その他 12,719
その他 - 11,677,059
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 9,040 固定資産等形成分 41,089,872

インフラ資産 26,620,708 余剰分（不足分） △ 10,054,098
土地 3,437,796 他団体出資等分 -
建物 950,514
建物減価償却累計額 △ 296,521
工作物 45,062,803

工作物減価償却累計額 △ 22,572,110
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 38,226

物品 3,460,329
物品減価償却累計額 △ 2,583,689

無形固定資産 679,960
ソフトウェア -
その他 679,960

投資その他の資産 3,455,976
投資及び出資金 160,459

有価証券 135,448

出資金 25,011
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 148,591
長期貸付金 -
基金 2,998,101

減債基金 13,442
その他 2,984,659

その他 157,326
徴収不能引当金 △ 8,502

流動資産 3,967,965
現金預金 1,471,374
未収金 135,933

短期貸付金 -
基金 2,345,004

財政調整基金 1,840,350
減債基金 504,654

棚卸資産 5,881
その他 17,000
徴収不能引当金 △ 7,227

繰延資産 - 31,035,774
42,712,833 42,712,833

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

8,621

【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

15,190,425

5,838,504

1,664,468

1,297,462

95,680

5,904,085

262,705

3,785,019

1,868,136

431,369

1,484,129

1,385

389,017

112,275

16,951

259,791

9,351,920

-

3,431,480

9,029

7,328

1,157,809

711,091

446,718

14,032,616

3,754,472

15,528

2

-

3,738,942

24,179

24,179

-

17,762,908



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 41,302,093 △ 10,492,556 -

純行政コスト（△） 17,762,908 -

財源 17,939,886 -

税収等 12,451,469 -

国県等補助金 5,488,418 -

本年度差額 176,978 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 266,392 266,392

有形固定資産等の増加 903,285 △ 903,285

有形固定資産等の減少 △ 1,488,158 1,488,158

貸付金・基金等の増加 497,155 △ 497,155

貸付金・基金等の減少 △ 178,674 178,674

資産評価差額 △ 3,798

無償所管換等 61,317

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 12,115 △ 5,609 -

その他 △ 15,462 697

本年度純資産変動額 △ 212,221 438,458 -

本年度末純資産残高 41,089,872 △ 10,054,098 -

【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

△ 3,798

30,809,537

17,762,908

17,939,886

12,451,469

5,488,418

176,978

31,035,774

61,317

-

-

6,505

△ 14,766

226,237



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 13,650,833

業務費用支出 4,298,913

人件費支出 1,660,889

物件費等支出 2,260,205

支払利息支出 112,275

その他の支出 265,543

移転費用支出 9,351,920

補助金等支出 5,904,085

社会保障給付支出 3,431,480

他会計への繰出支出 9,029

その他の支出 7,328

業務収入 18,798,497

税収等収入 13,129,153

国県等補助金収入 4,969,909

使用料及び手数料収入 724,574

その他の収入 △ 25,140

臨時支出 3,741,001

災害復旧事業費支出 1,452

その他の支出 3,739,549

臨時収入 -

業務活動収支 1,406,663

【投資活動収支】

投資活動支出 1,389,837

公共施設等整備費支出 916,872

基金積立金支出 464,965

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 360,718

国県等補助金収入 174,291

基金取崩収入 90,973

貸付金元金回収収入 -

資産売却収入 24,242

その他の収入 71,212

投資活動収支 △ 1,029,119

【財務活動収支】

財務活動支出 939,310

地方債償還支出 939,310

その他の支出 -

財務活動収入 862,833

地方債発行収入 862,757

その他の収入 76

財務活動収支 △ 76,477

301,067

1,115,687

比例連結割合変更に伴う差額 24

1,416,777

前年度末歳計外現金残高 54,496

本年度歳計外現金増減額 101

本年度末歳計外現金残高 54,597

本年度末現金預金残高 1,471,374

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


