
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 25,141,603 固定負債 8,207,644

有形固定資産 22,774,652 地方債等 6,928,085
事業用資産 9,719,409 長期未払金 -

土地 3,243,427 退職手当引当金 698,023
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 15,759,560 その他 581,535
建物減価償却累計額 △ 9,542,580 流動負債 627,815
工作物 1,001,187 1年内償還予定地方債等 508,752
工作物減価償却累計額 △ 749,051 未払金 6,358
船舶 112 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 112 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 77,951
航空機 - 預り金 25,753
航空機減価償却累計額 - その他 9,001
その他 30,282 8,835,459
その他減価償却累計額 △ 23,587 【純資産の部】
建設仮勘定 171 固定資産等形成分 26,068,933

インフラ資産 12,728,445 余剰分（不足分） △ 7,400,557
土地 291,041 他団体出資等分 -
建物 4,642,678
建物減価償却累計額 △ 3,108,951
工作物 22,297,634
工作物減価償却累計額 △ 11,410,034
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 16,077

物品 1,285,738
物品減価償却累計額 △ 958,939

無形固定資産 6,081
ソフトウェア 5,091
その他 991

投資その他の資産 2,360,869
投資及び出資金 9,303

有価証券 4,669
出資金 3,634
その他 1,000

投資損失引当金 -
長期延滞債権 126,242
長期貸付金 8,630
基金 1,600,745

減債基金 -
その他 1,600,745

その他 625,530
徴収不能引当金 △ 9,580

流動資産 2,362,232
現金預金 1,303,997
未収金 68,065
短期貸付金 2,222
基金 925,108

財政調整基金 768,108
減債基金 157,000

棚卸資産 71,355
その他 214
徴収不能引当金 △ 8,729

繰延資産 - 18,668,376
27,503,834 27,503,834

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

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

-

6,089

3,497

2,592

8,295,323

-

1,915,751

18,320

679,749

322,567

357,182

8,299,516

1,896

-

1,896

-

3,149,310

167,112

2,597,087

1,241,992

388,777

965,860

457

152,596

74,135

8,041

70,420

5,083,381

△ 2,054

【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

8,979,265

3,895,885

1,146,202

903,193

77,951



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 26,367,793 △ 7,446,502 -

純行政コスト（△） △ 8,295,323 -

財源 8,061,129 -

税収等 4,547,992 -

国県等補助金 3,513,137 -

本年度差額 △ 234,194 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 259,618 259,618

有形固定資産等の増加 517,312 △ 517,312

有形固定資産等の減少 △ 965,036 965,036

貸付金・基金等の増加 267,280 △ 267,280

貸付金・基金等の減少 △ 79,173 79,173

資産評価差額 △ 234

無償所管換等 △ 963

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 38,045 20,520

本年度純資産変動額 △ 298,861 45,944 -

本年度末純資産残高 26,068,933 △ 7,400,557 -18,668,376

△ 963

-

-

△ 17,525

△ 252,916

△ 234

18,921,292

△ 8,295,323

8,061,129

4,547,992

3,513,137

△ 234,194

【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



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 7,970,090

業務費用支出 2,886,618

人件費支出 1,150,261

物件費等支出 1,607,829

支払利息支出 74,135

その他の支出 54,393

移転費用支出 5,083,473

補助金等支出 3,149,310

社会保障給付支出 1,915,751

その他の支出 18,412

業務収入 8,403,993

税収等収入 4,431,222

国県等補助金収入 3,394,028

使用料及び手数料収入 315,475

その他の収入 263,267

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 433,903

【投資活動収支】

投資活動支出 620,680

公共施設等整備費支出 527,385

基金積立金支出 92,335

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 960

その他の支出 -

投資活動収入 204,333

国県等補助金収入 119,109

基金取崩収入 60,802

貸付金元金回収収入 2,972

資産売却収入 3,497

その他の収入 17,953

投資活動収支 △ 416,346

【財務活動収支】

財務活動支出 491,671

地方債等償還支出 486,143

その他の支出 5,528

財務活動収入 458,463

地方債等発行収入 458,463

その他の収入 -

財務活動収支 △ 33,208

△ 15,651

1,294,724

比例連結割合変更に伴う差額 △ 812

1,278,261

前年度末歳計外現金残高 29,712

本年度歳計外現金増減額 △ 3,976

本年度末歳計外現金残高 25,736

本年度末現金預金残高 1,303,997

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


