
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 136,234,978 固定負債 36,081,692
有形固定資産 128,121,665 地方債 30,164,851
事業用資産 65,900,415 長期未払金 4
土地 21,327,829 退職手当引当金 3,772,820
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 72,819,769 その他 2,144,017
建物減価償却累計額 △ 31,817,516 流動負債 3,172,719
工作物 5,200,340 １年内償還予定地方債 2,611,379
工作物減価償却累計額 △ 1,794,268 未払金 190,812
船舶 - 未払費用 3,840
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 322,884
航空機 - 預り金 140
航空機減価償却累計額 - その他 43,664
その他 168,757 39,254,411
その他減価償却累計額 △ 12,724 【純資産の部】
建設仮勘定 8,228 固定資産等形成分 143,935,277

インフラ資産 60,045,535 余剰分（不足分） △ 34,060,232
土地 2,835,469 　他団体出資等分 -
建物 3,356,762
建物減価償却累計額 △ 2,018,892
工作物 93,537,811
工作物減価償却累計額 △ 38,913,704
その他 128,066
その他減価償却累計額 △ 9,605
建設仮勘定 1,129,628

物品 5,952,538
物品減価償却累計額 △ 3,776,823

無形固定資産 10,780
ソフトウェア -
その他 10,780

投資その他の資産 8,102,533
投資及び出資金 1,765,435
有価証券 154,520
出資金 1,610,915
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 136,408
長期貸付金 612,400
基金 5,633,457
減債基金 -
その他 5,633,457

その他 1,868
徴収不能引当金 △ 47,035

流動資産 12,893,185
現金預金 4,062,791
未収金 831,288
短期貸付金 -
基金 8,007,197
財政調整基金 4,264,489
減債基金 3,742,708

棚卸資産 15,947
その他 -
徴収不能引当金 △ 24,038

繰延資産 1,293 109,875,045

149,129,456 149,129,456

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 47,952,947
業務費用 22,426,159
人件費 5,403,900
職員給与費 4,140,514
賞与等引当金繰入額 297,564
退職手当引当金繰入額 492,487
その他 473,335

物件費等 9,615,928
物件費 5,400,717
維持補修費 73,069
減価償却費 3,943,635
その他 198,507

その他の業務費用 7,406,331
支払利息 223,375
徴収不能引当金繰入額 744,085
その他 6,438,871

移転費用 25,526,788
補助金等 16,439,930
社会保障給付 7,521,000
その他 1,565,858

経常収益 8,147,823
使用料及び手数料 1,016,653
その他 7,131,170

純経常行政コスト △ 39,805,124
臨時損失 44,372
災害復旧事業費 -
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 44,372

臨時利益 1,025
資産売却益 -
その他 1,025

純行政コスト △ 39,849,496

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 122,597,101 156,779,403 △ 34,182,302 -
純行政コスト（△） △ 39,848,471 △ 39,848,471 -
財源 35,122,449 35,122,449 -
税収等 21,622,243 21,622,243 -
国県等補助金 13,500,206 13,500,206 -

本年度差額 △ 4,726,022 △ 4,726,022 -
固定資産の変動（内部変動） △ 5,820,517 5,820,517
有形固定資産等の増加 1,539,870 △ 1,539,870
有形固定資産等の減少 △ 3,997,299 3,997,299
貸付金・基金等の増加 1,533,275 △ 1,533,275
貸付金・基金等の減少 △ 4,896,363 4,896,363

資産評価差額 △ 7,023,608 △ 7,023,608
無償所管換等 - -
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 △ 972,426 △ 972,426
本年度純資産変動額 △ 12,722,056 △ 12,844,125 122,069 -
本年度末純資産残高 109,875,045 143,935,278 △ 34,060,233 -

科　　　　　　　　　目

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 42,916,299
業務費用支出 11,737,541
人件費支出 4,620,055
物件費等支出 5,906,034
支払利息支出 223,376
その他の支出 988,076

移転費用支出 31,178,758
補助金等支出 16,439,930
社会保障給付支出 7,521,000
その他の支出 7,217,828

業務収入 38,975,040
税収等収入 21,388,013
国県等補助金収入 11,989,260
使用料及び手数料収入 945,492
その他の収入 4,652,275

臨時支出 38,695
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 38,695

臨時収入 849,218
業務活動収支 △ 3,130,736
【投資活動収支】
投資活動支出 2,843,605
公共施設等整備費支出 1,305,701
基金積立金支出 1,176,394
投資及び出資金支出 20,000
貸付金支出 341,510
その他の支出 -

投資活動収入 5,109,135
国県等補助金収入 219,538
基金取崩収入 4,418,539
貸付金元金回収収入 412,480
資産売却収入 58,350
その他の収入 228

投資活動収支 2,265,530
【財務活動収支】
財務活動支出 2,525,264
地方債償還支出 2,525,028
その他の支出 236

財務活動収入 2,893,677
地方債発行収入 2,182,512
その他の収入 711,165

財務活動収支 368,413
本年度資金収支額 △ 496,793
前年度末資金残高 4,559,443
本年度末資金残高 4,062,650

前年度末歳計外現金残高 130
本年度歳計外現金増減額 10
本年度末歳計外現金残高 140
本年度末現金預金残高 4,062,790

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


