
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          25,588,599 　固定負債           9,050,873

　　有形固定資産          19,296,690 　　地方債等           7,991,016

　　　事業用資産           7,583,511 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,400,789 　　退職手当引当金           1,059,858

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          12,410,202 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △7,470,879 　流動負債           1,015,706

　　　　工作物           2,044,967 　　1年内償還予定地方債等             789,262

　　　　工作物減価償却累計額         △1,531,138 　　未払金              73,882

　　　　船舶                  － 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金                 535

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金             115,581

　　　　航空機                  － 　　預り金              36,131

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 315

　　　　その他              55,550 負債合計          10,066,579

　　　　その他減価償却累計額               △104 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定             674,125 　固定資産等形成分          29,655,532

　　　インフラ資産          11,294,512 　余剰分（不足分）         △9,627,772

　　　　土地             142,976 　他団体出資等分              90,350

　　　　建物           1,640,578

　　　　建物減価償却累計額            △92,521

　　　　工作物          20,630,589

　　　　工作物減価償却累計額        △11,477,972

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定             450,861

　　　物品           1,517,374

　　　物品減価償却累計額         △1,098,707

　　無形固定資産             104,357

　　　ソフトウェア             103,148

　　　その他               1,209

　　投資その他の資産           6,187,552

　　　投資及び出資金             197,482

　　　　有価証券                 810

　　　　出資金             196,672

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権               9,120

　　　長期貸付金              32,670

　　　基金           5,949,454

　　　　減債基金           1,575,604

　　　　その他           4,373,850

　　　その他                 107

　　　徴収不能引当金             △1,281

　流動資産           4,595,480

　　現金預金             438,320

　　未収金              74,144

　　短期貸付金              11,310

　　基金           4,055,623

　　　財政調整基金           4,055,623

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産              10,807

　　その他               6,171

　　徴収不能引当金               △896

　繰延資産                 611 純資産合計          20,118,110

資産合計          30,184,689 負債及び純資産合計          30,184,689

連結

連結貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



連結

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      7,893,316

　業務費用                      4,539,066

　　人件費                      2,100,488

　　　職員給与費                      1,777,546

　　　賞与等引当金繰入額                        114,681

　　　退職手当引当金繰入額                        124,405

　　　その他                         83,856

　　物件費等                      2,340,904

　　　物件費                      1,240,816

　　　維持補修費                        104,819

　　　減価償却費                        725,772

　　　その他                        269,497

　　その他の業務費用                         97,674

　　　支払利息                         34,154

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,353

　　　その他                         62,167

　移転費用                      3,354,250

　　補助金等                      3,071,729

　　社会保障給付                        263,212

　　他会計への繰出金                            170

　　その他                         19,139

経常収益                      1,034,306

　使用料及び手数料                        172,449

　その他                        861,857

純経常行政コスト                      6,859,010

臨時損失                        693,010

　災害復旧事業費                        105,233

　資産除売却損                              0

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                        587,777

臨時利益                         19,342

　資産売却益                          4,979

　その他                         14,363

純行政コスト                      7,532,678

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 18,806,510 27,685,301 △8,968,030 89,238

　純行政コスト（△） △7,532,678 △7,532,678 －

　財源 8,762,877 8,762,877 －

　　税収等 5,275,527 5,275,527 －

　　国県等補助金 3,487,353 3,487,350 －

　本年度差額 1,230,202 1,230,205 －

　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 △10,716

　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 83,772

　その他 8,342

　本年度純資産変動額 1,311,601 1,970,231 △659,742 1,112

本年度末純資産残高 20,118,110 29,655,532 △9,627,772 90,350

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


