
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 16,496,695 　固定負債           5,696,183

　　有形固定資産 13,993,245 　　地方債等           3,834,773

　　　事業用資産 5,963,194 　　長期未払金                   0

　　　　土地 1,845,007 　　退職手当引当金           1,068,288

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物 7,949,203 　　その他             793,122

　　　　建物減価償却累計額         △5,224,952 　流動負債             721,033

　　　　工作物 3,373,735 　　1年内償還予定地方債等             467,416

　　　　工作物減価償却累計額         △2,004,598 　　未払金              91,417

　　　　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                 169

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金              73,110

　　　　航空機                  － 　　預り金              88,235

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 684

　　　　その他 54,192 負債合計           6,417,216

　　　　その他減価償却累計額            △29,827 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定 434 　固定資産等形成分          17,272,741

　　　インフラ資産 7,428,141 　余剰分（不足分）         △5,425,075

　　　　土地 200,829 　他団体出資等分                  －

　　　　建物 636,848

　　　　建物減価償却累計額           △417,974

　　　　工作物 13,330,170

　　　　工作物減価償却累計額         △6,492,244

　　　　その他 566

　　　　その他減価償却累計額                △57

　　　　建設仮勘定 170,002

　　　物品 1,924,615

　　　物品減価償却累計額         △1,322,705

　　無形固定資産 1,596,086

　　　ソフトウェア 14,090

　　　その他 1,581,996

　　投資その他の資産 907,364

　　　投資及び出資金 57,010

　　　　有価証券 50,300

　　　　出資金 6,710

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権 30,941

　　　長期貸付金 1,829

　　　基金 824,019

連結

連結貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　　減債基金                  －

　　　　その他 824,019

　　　その他 0

　　　徴収不能引当金             △6,434

　流動資産 1,768,187

　　現金預金 964,314

　　未収金 32,777

　　短期貸付金 225

　　基金 775,822

　　　財政調整基金 750,616

　　　減債基金              25,206

　　棚卸資産               1,437

　　その他                   0

　　徴収不能引当金             △6,387

　繰延資産                  － 純資産合計          11,847,666

資産合計          18,264,882 負債及び純資産合計          18,264,882



連結

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      7,466,468

　業務費用                      4,257,264

　　人件費                      1,036,616

　　　職員給与費                        873,268

　　　賞与等引当金繰入額                         70,633

　　　退職手当引当金繰入額                         19,708

　　　その他                         73,007

　　物件費等                      3,054,879

　　　物件費                      1,408,240

　　　維持補修費                        987,090

　　　減価償却費                        659,549

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        165,770

　　　支払利息                         35,655

　　　徴収不能引当金繰入額                          6,611

　　　その他                        123,503

　移転費用                      3,209,204

　　補助金等                      2,949,536

　　社会保障給付                        244,722

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                         14,946

経常収益                        634,282

　使用料及び手数料                        411,238

　その他                        223,044

純経常行政コスト                      6,832,186

臨時損失                        939,095

　災害復旧事業費                         75,388

　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                        863,708

臨時利益                         13,526

　資産売却益                             －

　その他                         13,526

純行政コスト                      7,757,756

連結行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



（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 12,496,120 17,823,260 △5,327,140 －

　純行政コスト（△） △7,757,756 △7,757,756 －

　財源 7,136,136 7,136,136 －

　　税収等 3,807,169 3,807,169 －

　　国県等補助金 3,328,967 3,328,967 －

　本年度差額 △621,620 △621,620 －

　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 △230 －

　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 △48,691

　その他 22,088 － －

　本年度純資産変動額 △648,454 △550,519 △97,935 －

本年度末純資産残高 11,847,666 17,272,741 △5,425,075 －

連結

連結純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



連結

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】

　業務支出                      6,933,101

　　業務費用支出                      3,703,958

　　　人件費支出                      1,018,462

　　　物件費等支出                      2,526,305

　　　支払利息支出                         35,655

　　　その他の支出                        123,535

　　移転費用支出                      3,229,144

　　　補助金等支出                      2,969,476

　　　社会保障給付支出                        244,722

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                         14,946

　業務収入                      6,442,289

　　税収等収入                      3,790,035

　　国県等補助金収入                      2,022,312

　　使用料及び手数料収入                        407,142

　　その他の収入                        222,801

　臨時支出                        939,095

　　災害復旧事業費支出                         75,388

　　その他の支出                        863,708

　臨時収入                      1,153,737

業務活動収支                      △276,171

【投資活動収支】

　投資活動支出                        584,687

　　公共施設等整備費支出                        225,087

　　基金積立金支出                        319,321

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                         40,278

　投資活動収入                        583,110

　　国県等補助金収入                        166,398

　　基金取崩収入                        416,546

　　貸付金元金回収収入                            166

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                        △1,577

【財務活動収支】

　財務活動支出                        391,211

　　地方債等償還支出                        390,909

　　その他の支出                            302

　財務活動収入                        486,314

　　地方債等発行収入                        486,314

　　その他の収入                             －

連結資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



財務活動収支                         95,103

本年度資金収支額                      △182,645

前年度末資金残高                      1,061,991

比例連結割合変更に伴う差額                        △3,267

本年度末資金残高                        876,079

前年度末歳計外現金残高                         12,515

本年度歳計外現金増減額                         75,720

本年度末歳計外現金残高                         88,235

本年度末現金預金残高                        964,314


