
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,869,570 固定負債 6,624,082
有形固定資産 13,551,865 地方債等 5,917,029
事業用資産 1,712,444 長期未払金 △ 3,941
土地 - 退職手当引当金 725,594
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 971,304 その他 △ 14,600
建物減価償却累計額 △ 706,850 流動負債 790,421
工作物 880,306 １年内償還予定地方債等 528,214
工作物減価償却累計額 △ 465,213 未払金 18,339
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 378,650
浮標等 - 前受収益 △ 189,252
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 54,471
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 7,414,504
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 15,619,934

インフラ資産 11,454,546 余剰分（不足分） △ 3,539,407
土地 720,077 他団体出資等分 -

建物 6,310,781

建物減価償却累計額 △ 3,223,313

工作物 19,428,383

工作物減価償却累計額 △ 12,636,461

その他 12,629

その他減価償却累計額 △ 9,853

建設仮勘定 852,304

物品 939,348

物品減価償却累計額 △ 554,474

無形固定資産 24,709

ソフトウェア 24,709

その他 -

投資その他の資産 292,996

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

長期延滞債権 1,226

長期貸付金 △ 9,782

基金 278,285

減債基金 468

その他 277,817

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 5,625,460

現金預金 1,151,419

未収金 407,280

短期貸付金 -

基金 1,545,271

財政調整基金 878,252

減債基金 667,019

棚卸資産 △ 24,006

その他 2,546,134

徴収不能引当金 △ 638

繰延資産 - 12,080,526

19,495,030 19,495,030

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

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,124,182
業務費用 2,842,627
人件費 1,148,069
職員給与費 1,050,626
賞与等引当金繰入額 32,587
退職手当引当金繰入額 649
その他 64,207

物件費等 1,643,364
物件費 793,843
維持補修費 177,365
減価償却費 635,328
その他 36,828

その他の業務費用 51,194
支払利息 30,725
徴収不能引当金繰入額 -
その他 20,469

移転費用 1,281,555
補助金等 1,039,041
社会保障給付 234,781
その他 4,369

経常収益 659,653
使用料及び手数料 374,690
その他 284,963

純経常行政コスト 3,464,529
臨時損失 4,354
災害復旧事業費 -
資産除売却損 4,354
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 180
資産売却益 180
その他 -

純行政コスト 3,468,704

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



（単位：千円）

合計
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 11,924,090 15,554,640 △ 3,631,683 1,133
純行政コスト（△） △ 3,468,704 △ 3,468,704 -
財源 3,626,273 3,626,273 -
税収等 2,705,224 2,705,224 -
国県等補助金 921,049 921,049 -

本年度差額 157,570 157,570 -
固定資産の変動（内部変動） 65,293 △ 65,293
有形固定資産等の増加 655,812 △ 655,812
有形固定資産等の減少 △ 594,988 594,988
貸付金・基金等の増加 154,538 △ 154,538
貸付金・基金等の減少 △ 150,069 150,069

資産評価差額 - -
無償所管換等 0 0
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 △ 1,133 △ 1,133
その他 - -
本年度純資産変動額 156,437 65,293 92,276 △ 1,133
本年度末純資産残高 12,080,526 15,619,934 △ 3,539,407 -

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,555,979
業務費用支出 2,274,423
人件費支出 1,147,396
物件費等支出 1,083,283
支払利息支出 30,725
その他の支出 13,019

移転費用支出 1,281,555
補助金等支出 1,039,041
社会保障給付支出 234,781
その他の支出 4,369

業務収入 3,844,405
税収等収入 2,703,878
国県等補助金収入 476,322
使用料及び手数料収入 374,793
その他の収入 289,412

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 283,887
業務活動収支 572,313
【投資活動収支】
投資活動支出 856,246
公共施設等整備費支出 681,358
基金積立金支出 146,682
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 28,205
その他の支出 -

投資活動収入 344,082
国県等補助金収入 160,841
基金取崩収入 138,272
貸付金元金回収収入 25,386
資産売却収入 9,879
その他の収入 9,704

投資活動収支 △ 512,164
【財務活動収支】
財務活動支出 428,935
地方債等償還支出 424,069
その他の支出 4,866

財務活動収入 512,949
地方債等発行収入 512,949
その他の収入 -

財務活動収支 84,014
本年度資金収支額 144,162
前年度末資金残高 1,006,898
比例連結割合変更に伴う差額 360
本年度末資金残高 1,151,419

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 1,151,419

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


