
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 32,752,523,453   固定負債 13,338,951,144

    有形固定資産 30,065,946,088     地方債等 11,531,920,510

      事業用資産 13,478,291,722     長期未払金 -

        土地 2,560,243,958     退職手当引当金 766,031,887

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,470,066,875     その他 1,040,998,747

        建物減価償却累計額 -14,861,848,186   流動負債 2,108,177,371

        工作物 1,027,342,720     １年内償還予定地方債等 1,695,293,973

        工作物減価償却累計額 -722,254,645     未払金 150,722,401

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 212,649,184

        航空機 -     預り金 16,681,634

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,830,179

        その他 - 負債合計 15,447,128,515

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,741,000   固定資産等形成分 35,098,391,216

      インフラ資産 15,817,916,131   余剰分（不足分） -14,008,754,159

        土地 118,894,571   他団体出資等分 -

        建物 263,431,743

        建物減価償却累計額 -176,619,021

        工作物 47,216,066,108

        工作物減価償却累計額 -31,676,522,508

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -143,099,962

        建設仮勘定 65,765,200

      物品 2,651,995,034

      物品減価償却累計額 -1,882,256,799

    無形固定資産 5,687,136

      ソフトウェア 5,565,136

      その他 122,000

    投資その他の資産 2,680,890,229

      投資及び出資金 359,802,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 312,792,336

        その他 -

      長期延滞債権 74,430,140

      長期貸付金 -

      基金 2,225,503,648

        減債基金 -

        その他 2,225,503,648

      その他 41,268,032

      徴収不能引当金 -2,530,562

  流動資産 3,784,242,119

    現金預金 560,045,168

    未収金 657,770,616

    短期貸付金 -

    基金 2,345,867,763

      財政調整基金 752,851,265

      減債基金 1,593,016,498

    棚卸資産 233,874,740

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,316,168

  繰延資産 - 純資産合計 21,089,637,057

資産合計 36,536,765,572 負債及び純資産合計 36,536,765,572

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：円）

    資産売却益 1,623,742

    その他 49,059,630

純行政コスト 9,936,863,834

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,209,798,583

  臨時利益 50,683,372

  臨時損失 1,236,537,255

    災害復旧事業費 8,917,700

    資産除売却損 237,607

    使用料及び手数料 2,181,506,810

    その他 439,593,290

純経常行政コスト 8,751,009,951

      社会保障給付 635,344,000

      その他 3,171,851

  経常収益 2,621,100,100

        その他 166,188,503

    移転費用 4,702,482,404

      補助金等 4,063,966,553

      その他の業務費用 260,303,535

        支払利息 91,077,886

        徴収不能引当金繰入額 3,037,146

        維持補修費 152,991,773

        減価償却費 1,344,623,777

        その他 -

        その他 399,620,668

      物件費等 2,918,088,381

        物件費 1,420,472,831

        職員給与費 2,736,330,480

        賞与等引当金繰入額 212,362,184

        退職手当引当金繰入額 142,922,399

  経常費用 11,372,110,051

    業務費用 6,669,627,647

      人件費 3,491,235,731

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：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 20,756,658,191 35,949,451,774 -15,192,793,583 -

  純行政コスト（△） -9,936,863,834 -9,936,863,834 -

  財源 10,378,387,499 10,378,387,499 -

    税収等 6,364,294,791 6,364,294,791 -

    国県等補助金 4,014,092,708 4,014,092,708 -

  本年度差額 441,523,665 441,523,665 -

  固定資産等の変動（内部変動） -652,359,325 652,359,325

    有形固定資産等の増加 733,785,334 -733,785,334

    有形固定資産等の減少 -1,346,997,536 1,346,997,536

    貸付金・基金等の増加 39,135,063 -39,135,063

    貸付金・基金等の減少 -78,282,186 78,282,186

  資産評価差額 1,113,988 1,113,988

  無償所管換等 -81,145,282 -81,145,282

  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 -28,513,505 -118,669,939 90,156,434

  本年度純資産変動額 332,978,866 -851,060,558 1,184,039,424 -

本年度末純資産残高 21,089,637,057 35,098,391,216 -14,008,754,159 -

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：円）

前年度末歳計外現金残高 20,616,480

本年度歳計外現金増減額 -3,936,656

本年度末歳計外現金残高 16,679,824

本年度末現金預金残高 560,045,168

財務活動収支 -1,017,744,210

本年度資金収支額 -43,302,294

前年度末資金残高 586,667,638

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 543,365,344

    地方債等償還支出 1,648,847,140

    その他の支出 16,597,070

  財務活動収入 647,700,000

    地方債等発行収入 647,700,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,329,010

    その他の収入 6,091,000

投資活動収支 -372,352,050

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,665,444,210

    その他の支出 -

  投資活動収入 405,070,852

    国県等補助金収入 349,728,464

    基金取崩収入 46,862,378

    貸付金元金回収収入 60,000

  投資活動支出 777,422,902

    公共施設等整備費支出 740,731,459

    基金積立金支出 36,691,443

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 8,917,700

    その他の支出 1,209,798,583

  臨時収入 1,254,146,630

業務活動収支 1,346,793,966

【投資活動収支】

    税収等収入 6,290,160,108

    国県等補助金収入 2,695,138,708

    使用料及び手数料収入 2,015,129,708

    その他の収入 337,898,783

  臨時支出 1,218,716,283

    移転費用支出 4,702,482,404

      補助金等支出 4,063,966,553

      社会保障給付支出 635,344,000

      その他の支出 3,171,851

  業務収入 11,338,327,307

    業務費用支出 5,324,481,284

      人件費支出 3,459,173,349

      物件費等支出 1,579,264,884

      支払利息支出 91,077,886

      その他の支出 194,965,165

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 10,026,963,688


