
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 20,599,227   固定負債 6,080,293

    有形固定資産 19,458,685     地方債等 5,225,799

      事業用資産 6,835,216     長期未払金 -

        土地 3,187,547     退職手当引当金 842,282

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 12,212

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 835,069

        建物 10,382,958     １年内償還予定地方債等 656,988

        建物減価償却累計額 -7,997,937     未払金 56,701

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,442,712     前受金 44

        工作物減価償却累計額 -2,194,129     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 64,018

        船舶 -     預り金 35,064

        船舶減価償却累計額 -     その他 22,254

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,915,362

        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 21,008,803

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,504,560

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 557

        その他減価償却累計額 -151

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 13,660

      インフラ資産 12,193,069

        土地 506,613

        土地減損損失累計額 -

        建物 38,966

        建物減価償却累計額 -14,977

        建物減損損失累計額 -

        工作物 38,456,194

        工作物減価償却累計額 -26,833,090

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 39,364

      物品 1,606,229

      物品減価償却累計額 -1,175,829

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 57,116

      ソフトウェア 57,116

      その他 -

    投資その他の資産 1,083,425

      投資及び出資金 5,472

        有価証券 2,044

        出資金 3,428

        その他 -

      長期延滞債権 10,618

      長期貸付金 -

      基金 1,057,647

        減債基金 38,401

        その他 1,019,246

      その他 10,328

      徴収不能引当金 -640

  流動資産 820,378

    現金預金 308,067

    未収金 84,103

    短期貸付金 2

    基金 409,575

      財政調整基金 409,575

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 18,869

    徴収不能引当金 -237

  繰延資産 - 純資産合計 14,504,243

資産合計 21,419,605 負債及び純資産合計 21,419,605

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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

  経常費用 6,068,488

    業務費用 3,185,160

      人件費 974,877

        職員給与費 778,609

        賞与等引当金繰入額 63,941

        退職手当引当金繰入額 9,716

        その他 122,611

      物件費等 2,085,728

        物件費 931,111

        維持補修費 16,002

        減価償却費 1,137,276

        その他 1,338

      その他の業務費用 124,556

        支払利息 45,237

        徴収不能引当金繰入額 621

        その他 78,698

    移転費用 2,883,328

      補助金等 1,550,994

      社会保障給付 1,322,906

      その他 9,428

  経常収益 451,494

    使用料及び手数料 120,196

    その他 331,298

純経常行政コスト 5,616,994

  臨時損失 447,491

    災害復旧事業費 6,353

    資産除売却損 20,912

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 420,226

  臨時利益 13,126

    資産売却益 1,950

    その他 11,176

純行政コスト 6,051,360
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【様式第3号】

会計：連結会計 （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 14,573,263 21,476,181 -6,902,918 -

  純行政コスト（△） -6,051,360 -6,051,360 -

  財源 5,975,569 5,975,569 -

    税収等 3,458,296 3,458,296 -

    国県等補助金 2,517,273 2,517,273 -

  本年度差額 -75,791 -75,791 -

  固定資産等の変動（内部変動） -485,140 485,140

    有形固定資産等の増加 547,788 -547,788

    有形固定資産等の減少 -1,156,087 1,156,087

    貸付金・基金等の増加 225,796 -225,796

    貸付金・基金等の減少 -102,636 102,636

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5 5

  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 2,061 2,977 -916 -

  その他 4,705 14,781 -10,075

  本年度純資産変動額 -69,020 -467,377 398,357 -

本年度末純資産残高 14,504,243 21,008,803 -6,504,560 -

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
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【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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 4,941,045

    業務費用支出 2,057,587

      人件費支出 972,618

      物件費等支出 947,796

      支払利息支出 45,237

      その他の支出 91,936

    移転費用支出 2,883,458

      補助金等支出 1,551,063

      社会保障給付支出 1,322,966

      その他の支出 9,428

  業務収入 5,819,651

    税収等収入 3,473,125

    国県等補助金収入 1,896,308

    使用料及び手数料収入 120,551

    その他の収入 329,668

  臨時支出 436,520

    災害復旧事業費支出 6,353

    その他の支出 430,167

  臨時収入 424,157

業務活動収支 866,243

【投資活動収支】

  投資活動支出 736,494

    公共施設等整備費支出 540,650

    基金積立金支出 195,840

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5

    その他の支出 -

  投資活動収入 238,299

    国県等補助金収入 158,417

    基金取崩収入 70,050

    貸付金元金回収収入 2

    資産売却収入 9,790

    その他の収入 40

投資活動収支 -498,195

【財務活動収支】

  財務活動支出 675,470

    地方債等償還支出 639,720

    その他の支出 35,750

  財務活動収入 438,880

    地方債等発行収入 438,880

    その他の収入 -

財務活動収支 -236,589

本年度資金収支額 131,459

前年度末資金残高 144,875

比例連結割合変更に伴う差額 -146

本年度末資金残高 276,188

前年度末歳計外現金残高 18,819

本年度歳計外現金増減額 13,060

本年度末歳計外現金残高 31,879

本年度末現金預金残高 308,067
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