
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 352,749,847   固定負債 95,421,236

    有形固定資産 339,942,480     地方債等 69,379,159

      事業用資産 172,241,283     長期未払金 3,467,789

        土地 120,250,476     退職手当引当金 5,761,083

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 56,118

        立木竹 -     その他 16,757,087

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,350,431

        建物 111,494,763     １年内償還予定地方債等 5,494,722

        建物減価償却累計額 -61,517,736     未払金 1,929,701

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,379,579     前受金 160

        工作物減価償却累計額 -791,501     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 715,316

        船舶 -     預り金 210,532

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 103,771,668

        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 362,439,309

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -94,525,018

        航空機 -   他団体出資等分 -52

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 807

        その他減価償却累計額 -663

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 425,558

      インフラ資産 162,106,689

        土地 105,461,457

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,649,497

        建物減価償却累計額 -1,556,853

        建物減損損失累計額 -

        工作物 122,571,711

        工作物減価償却累計額 -69,841,459

        工作物減損損失累計額 -

        その他 433,370

        その他減価償却累計額 -433,370

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 822,335

      物品 15,103,995

      物品減価償却累計額 -9,509,488

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 758,690

      ソフトウェア 125,468

      その他 633,223

    投資その他の資産 12,048,677

      投資及び出資金 4,879,856

        有価証券 1,013,241

        出資金 3,687,912

        その他 178,704

      長期延滞債権 1,160,797

      長期貸付金 19,916

      基金 6,047,554

        減債基金 -

        その他 6,047,554

      その他 5,951

      徴収不能引当金 -65,398

  流動資産 18,936,059

    現金預金 7,960,035

    未収金 1,304,727

    短期貸付金 58,050

    基金 9,631,412

      財政調整基金 7,925,568

      減債基金 1,705,844

    棚卸資産 12,181

    その他 26,666

    徴収不能引当金 -57,011

  繰延資産 - 純資産合計 267,914,239

資産合計 371,685,907 負債及び純資産合計 371,685,907

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



（単位：千円）

    資産売却益 52

    その他 238,703

純行政コスト 74,494,998

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 129,303

  臨時利益 238,754

  臨時損失 249,351

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 120,048

    使用料及び手数料 8,219,289

    その他 2,246,164

純経常行政コスト 74,484,402

      社会保障給付 6,897,142

      その他 923,368

  経常収益 10,465,453

        その他 1,848,547

    移転費用 52,469,584

      補助金等 44,649,075

      その他の業務費用 2,626,675

        支払利息 733,632

        徴収不能引当金繰入額 44,497

        維持補修費 435,008

        減価償却費 5,729,303

        その他 104,508

        その他 2,676,252

      物件費等 17,430,794

        物件費 11,161,975

        職員給与費 8,533,063

        賞与等引当金繰入額 719,908

        退職手当引当金繰入額 493,579

  経常費用 84,949,855

    業務費用 32,480,271

      人件費 12,422,802

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



（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 264,075,975 362,378,583 -98,302,556 -52

  純行政コスト（△） -74,494,998 -74,494,998 -

  財源 78,412,267 78,412,267 -

    税収等 41,903,595 41,903,595 -

    国県等補助金 36,508,672 36,508,672 -

  本年度差額 3,917,270 3,917,270 -

  固定資産等の変動（内部変動） - -

    有形固定資産等の増加 - -

    有形固定資産等の減少 - -

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -69,087 -

  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　※ -51 -

  その他 -9,867 - -

  本年度純資産変動額 3,838,264 60,726 3,777,538 -

本年度末純資産残高 267,914,239 362,439,309 -94,525,018 -52

※比例連結割合に変更はありませんが，財務書類作成ソフトの変更による端数処理の差分を計上しています。

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



（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 116,662

本年度歳計外現金増減額 -23

本年度末歳計外現金残高 116,640

本年度末現金預金残高 7,960,035

※比例連結割合に変更はありませんが，財務書類作成ソフトの変更による端数処理の差分を
計上しています。

財務活動収支 1,410,717

本年度資金収支額 1,832,009

前年度末資金残高 6,011,443

比例連結割合変更に伴う差額　※ -57

本年度末資金残高 7,843,395

    地方債等償還支出 6,579,172

    その他の支出 615,431

  財務活動収入 8,605,320

    地方債等発行収入 8,596,879

    その他の収入 8,441

    資産売却収入 2,719

    その他の収入 166,589

投資活動収支 -6,278,838

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,194,603

    その他の支出 54

  投資活動収入 3,216,045

    国県等補助金収入 2,520,367

    基金取崩収入 506,203

    貸付金元金回収収入 20,166

  投資活動支出 9,494,883

    公共施設等整備費支出 8,176,243

    基金積立金支出 1,043,480

    投資及び出資金支出 200,606

    貸付金支出 74,500

    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 6,700,131

【投資活動収支】

    税収等収入 42,056,653

    国県等補助金収入 33,681,888

    使用料及び手数料収入 8,276,569

    その他の収入 1,756,574

  臨時支出 -

    移転費用支出 52,469,584

      補助金等支出 44,649,075

      社会保障給付支出 6,897,142

      その他の支出 923,368

  業務収入 85,771,685

    業務費用支出 26,601,970

      人件費支出 12,618,055

      物件費等支出 11,075,540

      支払利息支出 733,632

      その他の支出 2,174,743

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 79,071,554


