
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 16,502   固定負債 6,071

    有形固定資産 15,576     地方債等 3,675

      事業用資産 4,372     長期未払金 -

        土地 1,229     退職手当引当金 435

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,962

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 694

        建物 5,548     １年内償還予定地方債等 617

        建物減価償却累計額 -2,938     未払金 12

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,121     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -705     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 34

        船舶 -     預り金 26

        船舶減価償却累計額 -     その他 6

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,765

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 18,138

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,354

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 117

      インフラ資産 10,588

        土地 400

        土地減損損失累計額 -

        建物 299

        建物減価償却累計額 -33

        建物減損損失累計額 -

        工作物 18,862

        工作物減価償却累計額 -9,003

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 63

      物品 1,500

      物品減価償却累計額 -884

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 0

      ソフトウェア -

      その他 0

    投資その他の資産 925

      投資及び出資金 41

        有価証券 15

        出資金 26

        その他 -

      長期延滞債権 4

      長期貸付金 15

      基金 864

        減債基金 -

        その他 864

      その他 -

      徴収不能引当金 0

  流動資産 2,047

    現金預金 406

    未収金 5

    短期貸付金 -

    基金 1,636

      財政調整基金 1,636

      減債基金 0

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 0

  繰延資産 - 純資産合計 11,784

資産合計 18,549 負債及び純資産合計 18,549

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：百万円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,146

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 23

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 23

    使用料及び手数料 173

    その他 37

純経常行政コスト 4,123

      社会保障給付 1,176

      その他 1

  経常収益 210

        その他 26

    移転費用 2,170

      補助金等 993

      その他の業務費用 86

        支払利息 61

        徴収不能引当金繰入額 0

        維持補修費 114

        減価償却費 714

        その他 -

        その他 168

      物件費等 1,417

        物件費 589

        職員給与費 460

        賞与等引当金繰入額 33

        退職手当引当金繰入額 -1

  経常費用 4,334

    業務費用 2,163

      人件費 660

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目名 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 11,636 18,003 -6,367 -

  純行政コスト（△） -4,146 -4,146 -

  財源 4,294 4,294 -

    税収等 2,722 2,722 -

    国県等補助金 1,572 1,572 -

  本年度差額 147 147 -

  固定資産等の変動（内部変動） 135 -135

    有形固定資産等の増加 802 -802

    有形固定資産等の減少 -819 819

    貸付金・基金等の増加 250 -250

    貸付金・基金等の減少 -98 98

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 148 135 13 -

本年度末純資産残高 11,784 18,138 -6,354 -

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



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 25

本年度歳計外現金増減額 0

本年度末歳計外現金残高 26

本年度末現金預金残高 406

財務活動収支 146

本年度資金収支額 117

前年度末資金残高 263

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 380

    地方債等償還支出 562

    その他の支出 -

  財務活動収入 708

    地方債等発行収入 708

    その他の収入 -

    資産売却収入 1

    その他の収入 67

投資活動収支 -601

【財務活動収支】

  財務活動支出 562

    その他の支出 -

  投資活動収入 364

    国県等補助金収入 201

    基金取崩収入 14

    貸付金元金回収収入 81

  投資活動支出 965

    公共施設等整備費支出 720

    基金積立金支出 165

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 81

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 572

【投資活動収支】

    税収等収入 2,576

    国県等補助金収入 1,415

    使用料及び手数料収入 181

    その他の収入 37

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,170

      補助金等支出 993

      社会保障給付支出 1,176

      その他の支出 1

  業務収入 4,209

    業務費用支出 1,467

      人件費支出 654

      物件費等支出 726

      支払利息支出 61

      その他の支出 26

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,637


