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

　固定資産             394,659 　固定負債              52,469

　　有形固定資産             332,457 　　地方債等              28,974

　　　事業用資産             153,810 　　長期未払金                   3

　　　　土地             102,246 　　退職手当引当金               7,013

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物             101,506 　　その他              16,479

　　　　建物減価償却累計額            △53,580 　流動負債               5,596

　　　　工作物               6,035 　　1年内償還予定地方債等               2,407

　　　　工作物減価償却累計額             △3,748 　　未払金               1,869

　　　　船舶                  － 　　未払費用                   2

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金                  53

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金                 850

　　　　航空機                  － 　　預り金                 400

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  15

　　　　その他                   2 負債合計              58,065

　　　　その他減価償却累計額                 △1 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定               1,350 　固定資産等形成分             401,099

　　　インフラ資産             174,896 　余剰分（不足分）            △38,651

　　　　土地             127,422 　他団体出資等分                 291

　　　　建物                 645

　　　　建物減価償却累計額               △406

　　　　工作物              91,579

　　　　工作物減価償却累計額            △44,637

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                 292

　　　物品              12,996

　　　物品減価償却累計額             △9,244

　　無形固定資産               6,624

　　　ソフトウェア                 175

　　　その他               6,449

　　投資その他の資産              55,578

　　　投資及び出資金                  82

　　　　有価証券                  58

　　　　出資金                  22

　　　　その他                   1

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権                 753

　　　長期貸付金                   1

　　　基金              54,265

（単位：百万円）

科目 金額

連結貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）

連結

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他              54,265

　　　その他                 542

　　　徴収不能引当金                △66

　流動資産              26,144

　　現金預金              10,215

　　未収金               1,867

　　短期貸付金                   3

　　基金               6,437

　　　財政調整基金               6,436

　　　減債基金                   0

　　棚卸資産               7,650

　　その他                  25

　　徴収不能引当金                △53

　繰延資産                  － 純資産合計             362,739

資産合計             420,804 負債及び純資産合計             420,804

（単位：百万円）

科目 金額

連結貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）

連結

科目 金額



経常費用                        131,514

　業務費用                         58,348

　　人件費                         15,656

　　　職員給与費                         12,943

　　　賞与等引当金繰入額                            737

　　　退職手当引当金繰入額                            636

　　　その他                          1,340

　　物件費等                         34,205

　　　物件費                         26,574

　　　維持補修費                          1,246

　　　減価償却費                          5,841

　　　その他                            544

　　その他の業務費用                          8,487

　　　支払利息                            335

　　　徴収不能引当金繰入額                            107

　　　その他                          8,045

　移転費用                         73,166

　　補助金等                         60,777

　　社会保障給付                         12,347

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                             43

経常収益                         20,244

　使用料及び手数料                          7,090

　その他                         13,155

純経常行政コスト                        111,270

臨時損失                          1,804

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             15

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                          1,739

　その他                             50

臨時利益                            509

　資産売却益                             17

　その他                            493

純行政コスト                        112,565

連結行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

（単位：百万円）

連結

至 令和3年03月31日

科目 金額



399,890 △43,799356,382前年度末純資産残高 290

△112,536△112,565　純行政コスト（△） △28

116,666116,696　財源 30

78,66078,660　　税収等 0

38,00638,036　　国県等補助金 30

4,1294,131　本年度差額 2

703 △703　固定資産等の変動（内部変動） －

4,592 △4,592　　有形固定資産等の増加 －

△6,145 6,145　　有形固定資産等の減少 －

5,253 △5,253　　貸付金・基金等の増加 －

△2,996 2,996　　貸付金・基金等の減少 －

00　資産評価差額

427427　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 △1

39　比例連結割合変更に伴う差額

25 1,7351,761　その他

1,209 5,1486,357　本年度純資産変動額 1

401,099 △38,651362,739本年度末純資産残高 291

（単位：百万円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

連結純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

連結

至 令和3年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                        117,315

　　業務費用支出                         38,964

　　　人件費支出                         10,980

　　　物件費等支出                         26,624

　　　支払利息支出                            305

　　　その他の支出                          1,055

　　移転費用支出                         78,351

　　　補助金等支出                         65,631

　　　社会保障給付支出                         12,686

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                             33

　業務収入                        124,587

　　税収等収入                         81,500

　　国県等補助金収入                         36,567

　　使用料及び手数料収入                          5,428

　　その他の収入                          1,092

　臨時支出                             47

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             47

　臨時収入                            584

業務活動収支                          7,809

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                          8,192

　　公共施設等整備費支出                          3,794

　　基金積立金支出                          4,385

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             11

　　その他の支出                              1

　投資活動収入                          4,145

　　国県等補助金収入                          1,702

　　基金取崩収入                          1,952

　　貸付金元金回収収入                             26

　　資産売却収入                            111

　　その他の収入                            355

投資活動収支                        △4,046

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                          2,265

　　地方債等償還支出                          2,231

　　その他の支出                             34

　財務活動収入                            433

　　地方債等発行収入                            433

　　その他の収入                             －

連結資金収支計算書
自 令和2年04月01日

（単位：百万円）

連結

至 令和3年03月31日

科目 金額



財務活動収支                        △1,832

本年度資金収支額                          1,161

前年度末資金残高                          8,893

比例連結割合変更に伴う差額                           △13

本年度末資金残高                         10,042

前年度末歳計外現金残高                            127

本年度歳計外現金増減額                             46

本年度末歳計外現金残高                            173

本年度末現金預金残高                         10,215

連結資金収支計算書
自 令和2年04月01日

（単位：百万円）

連結

至 令和3年03月31日

科目 金額


