
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          18,568,910 　固定負債           4,859,953

　　有形固定資産          13,521,883 　　地方債等           4,424,101

　　　事業用資産           4,621,444 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,867,416 　　退職手当引当金             435,852

　　　　立木竹               2,126 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           7,503,608 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △5,021,187 　流動負債             432,223

　　　　工作物           1,368,825 　　1年内償還予定地方債等             388,099

　　　　工作物減価償却累計額         △1,170,472 　　未払金               2,661

　　　　船舶               6,487 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額             △6,487 　　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              40,779

　　　　航空機                  － 　　預り金                 683

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                   0

　　　　その他                  － 負債合計           5,292,176

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定              71,129 　固定資産等形成分          19,086,023

　　　インフラ資産           8,558,283 　余剰分（不足分）         △5,020,908

　　　　土地              11,552 　他団体出資等分                  －

　　　　建物           3,123,966

　　　　建物減価償却累計額         △1,871,171

　　　　工作物          14,546,825

　　　　工作物減価償却累計額         △7,263,753

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              10,865

　　　物品           2,243,249

　　　物品減価償却累計額         △1,901,093

　　無形固定資産              15,160

　　　ソフトウェア              15,160

　　　その他                  －

　　投資その他の資産           5,031,867

　　　投資及び出資金             140,891

　　　　有価証券               9,230

　　　　出資金             131,661

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              62,013

　　　長期貸付金             104,644

　　　基金           4,724,938

　　　　減債基金             339,266

　　　　その他           4,385,673

　　　その他                  18

連結

連結貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　徴収不能引当金               △638

　流動資産             788,380

　　現金預金             262,064

　　未収金               9,506

　　短期貸付金                  －

　　基金             517,113

　　　財政調整基金             517,113

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                   3

　　徴収不能引当金               △305

　繰延資産                  － 純資産合計          14,065,115

資産合計          19,357,290 負債及び純資産合計          19,357,290



連結

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      6,041,229

　業務費用                      3,323,177

　　人件費                        724,529

　　　職員給与費                        632,607

　　　賞与等引当金繰入額                         40,779

　　　退職手当引当金繰入額                         14,842

　　　その他                         36,301

　　物件費等                      2,507,089

　　　物件費                      1,737,436

　　　維持補修費                        120,697

　　　減価償却費                        645,676

　　　その他                          3,280

　　その他の業務費用                         91,558

　　　支払利息                         51,928

　　　徴収不能引当金繰入額                            817

　　　その他                         38,814

　移転費用                      2,718,052

　　補助金等                      2,514,991

　　社会保障給付                        190,862

　　他会計への繰出金                             73

　　その他                         12,126

経常収益                        284,981

　使用料及び手数料                        161,490

　その他                        123,492

純経常行政コスト                      5,756,248

臨時損失                        480,907

　災害復旧事業費                          1,177

　資産除売却損                            242

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                        479,488

臨時利益                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                      6,237,155

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 13,317,405 18,453,909 △5,136,504 －

　純行政コスト（△） △6,237,155 △6,237,155 －

　財源 7,060,958 7,060,958 －

　　税収等 4,835,258 4,835,258 －

　　国県等補助金 2,225,700 2,225,700 －

　本年度差額 823,803 823,803 －

　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 43,847

　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 △127,588

　その他 7,648

　本年度純資産変動額 747,710 632,114 115,596 －

本年度末純資産残高 14,065,115 19,086,023 △5,020,908 －

科目 合計

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


