
【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 442,493,384   固定負債 125,944,976

    有形固定資産 423,866,366     地方債等 69,622,091

      事業用資産 145,393,173     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 3,113,730

        建物 145,375,481     その他 42,461,590

        建物減価償却累計額 -79,110,748   流動負債 13,752,158

        工作物 23,452,986     １年内償還予定地方債等 7,753,160

        工作物減価償却累計額 -8,266,682     未払金 3,404,019

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 1,368,124

        航空機 -     預り金 904,440

        航空機減価償却累計額 -     その他 322,416

        その他 707,857 負債合計 139,697,134

        その他減価償却累計額 -103,440 【純資産の部】

        建設仮勘定 251,538   固定資産等形成分 450,026,926

      インフラ資産 271,010,009   余剰分（不足分） -122,823,231

        土地 148,467,497   他団体出資等分 -

        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 17,626,415

      物品減価償却累計額 -10,163,231

    無形固定資産 4,482,720

      ソフトウェア 820,952

      その他 3,661,768

    投資その他の資産 14,144,298

      投資及び出資金 755,930

        有価証券 300,000

        出資金 455,930

        その他 -

      長期延滞債権 336,502

      長期貸付金 83,506

      基金 12,582,066

        減債基金 40,129

        その他 12,541,937

      その他 469,490

      徴収不能引当金 -83,196

  流動資産 24,407,445

    現金預金 12,653,226

    未収金 4,228,518

    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 113,286

    その他 1,000

    徴収不能引当金 -122,127

  繰延資産 - 純資産合計 327,203,695

資産合計 466,900,828 負債及び純資産合計 466,900,828

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 111,613,627

    業務費用 53,954,139

      人件費 20,742,691

        職員給与費 15,305,431

        賞与等引当金繰入額 1,270,437

        退職手当引当金繰入額 994,206

        その他 3,172,617

      物件費等 31,642,494

        物件費 20,387,397

        維持補修費 1,543,844

        減価償却費 9,689,986

        その他 21,266

      その他の業務費用 1,568,955

        支払利息 362,086

        徴収不能引当金繰入額 111,684

        その他 1,095,185

    移転費用 57,659,487

      補助金等 45,524,159

      社会保障給付 12,057,917

      その他 77,411

  経常収益 21,678,693

    使用料及び手数料 19,052,103

    その他 2,626,590

純経常行政コスト 89,934,934

  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 180,123

    資産売却益 16,108

    その他 164,015

純行政コスト 89,859,514



【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 323,659,561 448,001,988 -124,342,427 -

  純行政コスト（△） -89,859,514 -89,859,514 -

  財源 95,375,919 95,375,919 -

    税収等 49,091,840 49,091,840 -

    国県等補助金 46,284,079 46,284,079 -

  本年度差額 5,516,404 5,516,404 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,003,322 -2,003,322

    有形固定資産等の増加 14,699,926 -14,699,926

    有形固定資産等の減少 -11,474,915 11,474,915

    貸付金・基金等の増加 5,561,190 -5,561,190

    貸付金・基金等の減少 -6,782,879 6,782,879

  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 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -1,993,887 - -1,993,887

  本年度純資産変動額 3,544,134 2,024,939 1,519,195 -

本年度末純資産残高 327,203,695 450,026,926 -122,823,231 -

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 102,068,906

    業務費用支出 44,409,419

      人件費支出 21,068,249

      物件費等支出 22,172,534

      支払利息支出 362,086

      その他の支出 806,551

    移転費用支出 57,659,487

      補助金等支出 45,524,159

      社会保障給付支出 12,057,917

      その他の支出 77,411

  業務収入 112,360,893

    税収等収入 46,878,479

    国県等補助金収入 44,362,519

    使用料及び手数料収入 18,500,884

    その他の収入 2,619,012

  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 10,398,561

【投資活動収支】

  投資活動支出 15,381,165

    公共施設等整備費支出 12,271,688

    基金積立金支出 2,210,397

    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 -9,815,198

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,815,392

    地方債等償還支出 7,487,171

    その他の支出 328,221

  財務活動収入 6,136,941

    地方債等発行収入 6,073,545

    その他の収入 63,396

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 12,653,226

財務活動収支 -1,678,451

本年度資金収支額 -1,095,088

前年度末資金残高 12,843,875

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 11,748,786


