
*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 285,184,027 ※ 固定負債 82,256,991 ※

有形固定資産 278,111,050 ※ 地方債等 55,555,918
事業用資産 113,864,485 長期未払金 -

土地 47,025,519 退職手当引当金 5,694,363
立木竹 2,781,809 損失補償等引当金 -
建物 127,288,008 その他 21,006,709
建物減価償却累計額 △ 74,224,166 流動負債 6,616,466
工作物 19,376,648 1年内償還予定地方債等 4,702,179
工作物減価償却累計額 △ 9,563,201 未払金 1,406,874
船舶 621 未払費用 9,164
船舶減価償却累計額 △ 621 前受金 299
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 429,931
航空機 - 預り金 5,620
航空機減価償却累計額 - その他 62,399
その他 10,365 88,873,456 ※

その他減価償却累計額 △ 6,541 【純資産の部】
建設仮勘定 1,176,044 固定資産等形成分 297,221,744

インフラ資産 157,924,939 ※ 余剰分（不足分） △ 81,584,983
土地 4,602,861 他団体出資等分 △ 511,358
建物 7,536,370
建物減価償却累計額 △ 3,380,969
工作物 318,313,541
工作物減価償却累計額 △ 173,877,537
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 4,730,672

物品 20,377,051
物品減価償却累計額 △ 14,055,425

無形固定資産 9,766
ソフトウェア -
その他 9,766

投資その他の資産 7,063,211
投資及び出資金 478,009

有価証券 149,649
出資金 328,206
その他 154

長期延滞債権 179,620
長期貸付金 368,051
基金 6,046,516

減債基金 -
その他 6,046,516

その他 -
徴収不能引当金 △ 8,985

流動資産 18,814,832
現金預金 5,340,721
未収金 1,637,919
短期貸付金 39,241
基金 11,748,150

財政調整基金 7,239,199
減債基金 4,508,951

棚卸資産 57,131
その他 4,875
徴収不能引当金 △ 13,205

繰延資産 - 215,125,403
303,998,859 303,998,859

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

経常費用 55,006,702 ※

業務費用 22,687,155
人件費 7,386,252 ※

職員給与費 5,984,984
賞与等引当金繰入額 426,170
退職手当引当金繰入額 22,543
その他 952,556

物件費等 13,245,867
物件費 7,772,384
維持補修費 1,262,005
減価償却費 3,873,570
その他 337,908

その他の業務費用 2,055,035
支払利息 378,749
徴収不能引当金繰入額 4,773
その他 1,671,513

移転費用 32,319,547 ※

補助金等 9,424,740
社会保障給付 22,682,309
他会計への繰出金 0
その他 212,497

経常収益 3,977,144 ※

使用料及び手数料 1,899,672
その他 2,077,471

純経常行政コスト 51,029,558
臨時損失 3,591,194

災害復旧事業費 3,506,342
資産除売却損 82,679
損失補償等引当金繰入額 -
その他 2,173

臨時利益 10,727
資産売却益 5,978
その他 4,749

純行政コスト 54,610,025

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

前年度末純資産残高 225,357,451 299,647,678 △ 73,593,759 △ 696,468

純行政コスト（△） △ 54,610,025 △ 54,610,025 0

財源 54,587,465 ※ 54,587,465 ※ 0

税収等 28,097,526 28,097,526 0

国県等補助金 26,489,940 26,489,940 0

本年度差額 △ 22,560 △ 22,560 0

固定資産等の変動（内部変動） 2,169,385 △ 2,169,385

有形固定資産等の増加 10,497,330 △ 10,497,330

有形固定資産等の減少 △ 5,503,763 5,503,763

貸付金・基金等の増加 2,193,984 △ 2,193,984

貸付金・基金等の減少 △ 5,018,166 5,018,166

資産評価差額 22,019 22,019

無償所管換等 1,032,259 1,032,259

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 185,110 185,110

その他 △ 11,448,875 △ 5,649,596 △ 5,799,279

本年度純資産変動額 △ 10,232,048 ※ △ 2,425,934 ※ △ 7,991,224 185,110

本年度末純資産残高 215,125,403 297,221,744 △ 81,584,983 △ 511,358

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 千円

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 51,169,649 ※

業務費用支出 18,849,763 ※

人件費支出 7,593,633
物件費等支出 8,810,149
支払利息支出 378,748
その他の支出 2,067,232

移転費用支出 32,319,886 ※

補助金等支出 9,425,069
社会保障給付支出 22,682,309
他会計への繰出支出 0
その他の支出 212,507

業務収入 54,254,644 ※

税収等収入 27,044,139
国県等補助金収入 23,133,839
使用料及び手数料収入 1,899,677
その他の収入 2,176,988

臨時支出 3,522,044
災害復旧事業費支出 3,522,044
その他の支出 -

臨時収入 2,082,335
業務活動収支 1,645,286
【投資活動収支】

投資活動支出 9,871,612
公共施設等整備費支出 7,678,827
基金積立金支出 2,138,375
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 54,410
その他の支出 0

投資活動収入 6,626,577 ※

国県等補助金収入 1,473,455
基金取崩収入 4,990,503
貸付金元金回収収入 33,395
資産売却収入 5,978
その他の収入 123,247

投資活動収支 △ 3,245,034 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 4,310,519

地方債等償還支出 4,310,519
その他の支出 -

財務活動収入 6,791,200
地方債等発行収入 6,791,200
その他の収入 0

財務活動収支 2,480,681
880,932 ※

4,459,842
△ 1,671

5,339,103

前年度末歳計外現金残高 1,299
本年度歳計外現金増減額 319
本年度末歳計外現金残高 1,618
本年度末現金預金残高 5,340,721

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額
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