
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 38,135,748,744   固定負債 10,725,068,115

    有形固定資産 35,222,643,240     地方債等 7,926,079,795

      事業用資産 11,727,016,182     長期未払金 5,692,940

        土地 2,493,047,703     退職手当引当金 591,863,773

        立木竹 195,702,200     損失補償等引当金 13,616,000

        建物 22,823,501,089     その他 2,187,815,607

        建物減価償却累計額 -14,075,966,550   流動負債 975,751,212

        工作物 976,313,466     １年内償還予定地方債等 732,464,048

        工作物減価償却累計額 -727,551,923     未払金 80,653,222

        船舶 2     未払費用 2,999

        船舶減価償却累計額 -     前受金 105,233

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 111,714,734

        航空機 -     預り金 2,815,371

        航空機減価償却累計額 -     その他 47,995,605

        その他 - 負債合計 11,700,819,327

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 41,970,195   固定資産等形成分 39,036,194,853

      インフラ資産 22,682,619,187   余剰分（不足分） -10,729,059,970

        土地 1,358,082,417   他団体出資等分 -

        建物 1,837,112,840

        建物減価償却累計額 -890,286,343

        工作物 55,796,905,192

        工作物減価償却累計額 -36,071,919,968

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 652,725,049

      物品 2,275,330,248

      物品減価償却累計額 -1,462,322,377

    無形固定資産 676,271,357

      ソフトウェア 78,811,458

      その他 597,459,899

    投資その他の資産 2,236,834,147

      投資及び出資金 374,320,025

        有価証券 181,488,525

        出資金 192,831,500

        その他 -

      長期延滞債権 71,562,270

      長期貸付金 17,338,000

      基金 1,491,200,056

        減債基金 175,514,580

        その他 1,315,685,476

      その他 283,352,280

      徴収不能引当金 -938,484

  流動資産 1,872,205,466

    現金預金 823,653,603

    未収金 140,521,236

    短期貸付金 -

    基金 900,446,109

      財政調整基金 900,446,109

      減債基金 -

    棚卸資産 7,093,762

    その他 1,269,756

    徴収不能引当金 -779,000

  繰延資産 - 純資産合計 28,307,134,883

資産合計 40,007,954,210 負債及び純資産合計 40,007,954,210

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 37,637,806

    その他 16,898,489

純行政コスト 10,546,804,602

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,000,000

  臨時利益 54,536,295

  臨時損失 15,131,779

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 131,779

    使用料及び手数料 716,412,165

    その他 571,232,042

純経常行政コスト 10,586,209,118

      社会保障給付 485,640,517

      その他 7,905,279

  経常収益 1,287,644,207

        その他 119,237,461

    移転費用 6,156,809,764

      補助金等 5,663,263,968

      その他の業務費用 149,600,637

        支払利息 30,326,692

        徴収不能引当金繰入額 36,484

        維持補修費 306,983,118

        減価償却費 1,904,301,312

        その他 2,966,621

        その他 247,331,154

      物件費等 3,839,261,310

        物件費 1,625,010,259

        職員給与費 1,336,420,540

        賞与等引当金繰入額 106,059,206

        退職手当引当金繰入額 38,370,714

  経常費用 11,873,853,325

    業務費用 5,717,043,561

      人件費 1,728,181,614

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：連結会計 （単位：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 28,811,084,055 38,288,942,680 -9,477,858,625 -

  純行政コスト（△） -10,546,804,602 -10,546,804,602 -

  財源 9,563,520,134 9,563,520,134 -

    税収等 5,877,945,740 5,877,945,740 -

    国県等補助金 3,685,574,394 3,685,574,394 -

  本年度差額 -983,284,468 -983,284,468 -

  固定資産等の変動（内部変動） 41,634,782 -41,634,782

    有形固定資産等の増加 1,998,590,235 -1,998,590,235

    有形固定資産等の減少 -1,914,188,067 1,914,188,067

    貸付金・基金等の増加 905,738,479 -905,738,479

    貸付金・基金等の減少 -948,505,865 948,505,865

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,335,825 17,335,825

  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 439,719,343 689,859,606 -250,140,263 -

  その他 22,280,128 -1,578,040 23,858,168

  本年度純資産変動額 -503,949,172 747,252,173 -1,251,201,345 -

本年度末純資産残高 28,307,134,883 39,036,194,853 -10,729,059,970 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 183,855

本年度歳計外現金増減額 -38,456

本年度末歳計外現金残高 145,399

本年度末現金預金残高 823,653,603

財務活動収支 941,775,896

本年度資金収支額 215,259,322

前年度末資金残高 564,642,478

比例連結割合変更に伴う差額 43,606,404

本年度末資金残高 823,508,204

    地方債等償還支出 764,526,721

    その他の支出 56,620,351

  財務活動収入 1,762,922,968

    地方債等発行収入 1,551,762,077

    その他の収入 211,160,891

    資産売却収入 191,718,211

    その他の収入 254,483,841

投資活動収支 -908,887,207

【財務活動収支】

  財務活動支出 821,147,072

    その他の支出 60,000,000

  投資活動収入 1,546,350,254

    国県等補助金収入 726,878,645

    基金取崩収入 348,329,197

    貸付金元金回収収入 24,940,360

  投資活動支出 2,455,237,461

    公共施設等整備費支出 2,010,395,038

    基金積立金支出 351,382,395

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 33,460,028

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 15,000,000

  臨時収入 16,246,952

業務活動収支 182,370,633

【投資活動収支】

    税収等収入 5,674,571,828

    国県等補助金収入 3,089,878,461

    使用料及び手数料収入 672,910,586

    その他の収入 572,529,546

  臨時支出 15,000,000

    移転費用支出 6,030,895,346

      補助金等支出 5,537,349,550

      社会保障給付支出 485,640,517

      その他の支出 7,905,279

  業務収入 10,009,890,421

    業務費用支出 3,797,871,394

      人件費支出 1,730,496,390

      物件費等支出 1,999,885,476

      支払利息支出 30,326,688

      その他の支出 37,162,840

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 9,828,766,740


