
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 444,054,871   固定負債 126,415,630

    有形固定資産 423,866,783     地方債等 73,206,476

      事業用資産 145,393,466     長期未払金 577,482

        土地 63,086,180     退職手当引当金 10,170,082

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 145,384,883     その他 42,461,590

        建物減価償却累計額 -79,119,948   流動負債 13,969,610

        工作物 23,453,429     １年内償還予定地方債等 7,753,160

        工作物減価償却累計額 -8,267,095     未払金 3,433,313

        船舶 -     未払費用 36,721

        船舶減価償却累計額 -     前受金 126

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,370,160

        航空機 -     預り金 924,607

        航空機減価償却累計額 -     その他 451,523

        その他 708,262 負債合計 140,385,241

        その他減価償却累計額 -103,784 【純資産の部】

        建設仮勘定 251,538   固定資産等形成分 451,588,414

      インフラ資産 271,010,009   余剰分（不足分） -117,656,338

        土地 148,467,497   他団体出資等分 6,673

        建物 4,720,410

        建物減価償却累計額 -2,090,655

        工作物 175,431,323

        工作物減価償却累計額 -59,678,087

        その他 6,423,564

        その他減価償却累計額 -4,199,402

        建設仮勘定 1,935,359

      物品 17,631,235

      物品減価償却累計額 -10,167,927

    無形固定資産 4,560,289

      ソフトウェア 898,366

      その他 3,661,922

    投資その他の資産 15,627,800

      投資及び出資金 537,940

        有価証券 300,000

        出資金 237,940

        その他 -

      長期延滞債権 415,514

      長期貸付金 83,506

      基金 14,209,549

        減債基金 40,129

        その他 14,169,420

      その他 478,730

      徴収不能引当金 -97,438

  流動資産 30,269,118

    現金預金 14,862,672

    未収金 4,290,870

    短期貸付金 -

    基金 7,533,542

      財政調整基金 7,533,542

      減債基金 -

    棚卸資産 3,718,901

    その他 1,424

    徴収不能引当金 -138,291

  繰延資産 - 純資産合計 333,938,748

資産合計 474,323,989 負債及び純資産合計 474,323,989

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：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 144,319,190

    業務費用 55,921,331

      人件費 20,959,494

        職員給与費 15,457,729

        賞与等引当金繰入額 1,272,453

        退職手当引当金繰入額 994,332

        その他 3,234,980

      物件費等 32,929,767

        物件費 21,208,564

        維持補修費 1,574,943

        減価償却費 9,727,829

        その他 418,431

      その他の業務費用 2,032,070

        支払利息 362,086

        徴収不能引当金繰入額 123,781

        その他 1,546,204

    移転費用 88,397,859

      補助金等 41,815,951

      社会保障給付 44,616,254

      その他 1,965,653

  経常収益 22,421,991

    使用料及び手数料 19,052,789

    その他 3,369,202

純経常行政コスト 121,897,198

  臨時損失 104,703

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 47,600

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 57,103

  臨時利益 1,381,378

    資産売却益 16,108

    その他 1,365,270

純行政コスト 120,620,524



【様式第3号】

（単位：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 328,496,848 448,093,753 -119,001,655 -595,250

  純行政コスト（△） -120,620,524 -120,621,919 1,396

  財源 128,011,165 128,011,165 -

    税収等 62,155,628 62,155,628 -

    国県等補助金 65,855,537 65,855,537 -

  本年度差額 7,390,642 7,389,246 1,396

  固定資産等の変動（内部変動） 2,102,691 -2,102,691

    有形固定資産等の増加 14,701,027 -14,701,027

    有形固定資産等の減少 -11,512,757 11,512,757

    貸付金・基金等の増加 5,697,350 -5,697,350

    貸付金・基金等の減少 -6,782,929 6,782,929

  資産評価差額 3,328 3,328

  無償所管換等 18,288 18,288

  他団体出資等分の増加 -600,527 600,527

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 23,529 1,797 21,732 -

  その他 -1,993,887 1,368,556 -3,362,443

  本年度純資産変動額 5,441,900 3,494,660 1,345,317 601,923

本年度末純資産残高 333,938,748 451,588,414 -117,656,338 6,673

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】

（単位：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 135,067,842

    業務費用支出 46,669,983

      人件費支出 21,278,364

      物件費等支出 23,767,208

      支払利息支出 362,086

      その他の支出 1,262,326

    移転費用支出 88,397,859

      補助金等支出 41,815,951

      社会保障給付支出 44,616,254

      その他の支出 1,965,653

  業務収入 145,737,233

    税収等収入 59,932,368

    国県等補助金収入 63,933,977

    使用料及び手数料収入 18,501,570

    その他の収入 3,369,318

  臨時支出 13,100

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,100

  臨時収入 119,674

業務活動収支 10,775,965

【投資活動収支】

  投資活動支出 15,425,444

    公共施設等整備費支出 12,272,790

    基金積立金支出 2,253,574

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 899,080

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,565,967

    国県等補助金収入 2,451,796

    基金取崩収入 3,457,975

    貸付金元金回収収入 930,639

    資産売却収入 29,791

    その他の収入 -1,304,233

投資活動収支 -9,859,476

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,886,854

    地方債等償還支出 7,807,507

    その他の支出 1,079,346

  財務活動収入 6,341,186

    地方債等発行収入 6,277,740

    その他の収入 63,446

前年度末歳計外現金残高 896,148

本年度歳計外現金増減額 8,291

本年度末歳計外現金残高 904,440

本年度末現金預金残高 14,862,672

財務活動収支 -2,545,668

本年度資金収支額 -1,629,180

前年度末資金残高 15,578,453

比例連結割合変更に伴う差額 8,959

本年度末資金残高 13,958,232


