
【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 36,925,400,800   固定負債 14,774,628,713

    有形固定資産 32,536,071,871     地方債等 11,538,926,773

      事業用資産 15,860,386,178     長期未払金 -

        土地 2,985,784,856     退職手当引当金 2,194,378,692

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,009,532,968     その他 1,041,323,248

        建物減価償却累計額 -15,902,826,960   流動負債 2,207,417,176

        工作物 2,897,389,009     １年内償還予定地方債等 1,720,250,497

        工作物減価償却累計額 -2,216,925,108     未払金 172,417,506

        船舶 -     未払費用 1,829,142

        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 259,942,035

        航空機 -     預り金 19,684,632

        航空機減価償却累計額 -     その他 33,293,364

        その他 - 負債合計 16,982,045,889

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 87,431,413   固定資産等形成分 39,332,820,600

      インフラ資産 15,817,916,131   余剰分（不足分） -15,106,119,029

        土地 118,894,571   他団体出資等分 15,701,770

        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 2,967,321,078

      物品減価償却累計額 -2,109,551,516

    無形固定資産 6,162,621

      ソフトウェア 6,040,621

      その他 122,000

    投資その他の資産 4,383,166,308

      投資及び出資金 359,804,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 312,794,336

        その他 -

      長期延滞債権 74,672,687

      長期貸付金 -

      基金 3,909,951,815

        減債基金 -

        その他 3,909,951,815

      その他 41,268,032

      徴収不能引当金 -2,530,562

  流動資産 4,299,048,430

    現金預金 1,005,277,905

    未収金 660,256,064

    短期貸付金 -

    基金 2,407,419,800

      財政調整基金 814,403,302

      減債基金 1,593,016,498

    棚卸資産 239,175,463

    その他 235,366

    徴収不能引当金 -13,316,168

  繰延資産 - 純資産合計 24,242,403,341

資産合計 41,224,449,230 負債及び純資産合計 41,224,449,230

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 2,706,803

    その他 54,119,630

純行政コスト 11,943,274,667

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,217,992,449

  臨時利益 56,826,433

  臨時損失 1,227,342,690

    災害復旧事業費 8,917,700

    資産除売却損 432,541

    使用料及び手数料 2,248,042,873

    その他 907,456,916

純経常行政コスト 10,772,758,410

      社会保障給付 648,392,714

      その他 13,166,746

  経常収益 3,155,499,789

        その他 200,094,701

    移転費用 5,897,233,007

      補助金等 5,235,673,547

      その他の業務費用 294,881,149

        支払利息 91,749,302

        徴収不能引当金繰入額 3,037,146

        維持補修費 239,786,269

        減価償却費 1,482,597,751

        その他 -

        その他 428,047,413

      物件費等 3,525,706,218

        物件費 1,803,322,198

        職員給与費 3,379,391,591

        賞与等引当金繰入額 259,655,035

        退職手当引当金繰入額 143,343,786

  経常費用 13,928,258,199

    業務費用 8,031,025,192

      人件費 4,210,437,825

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 23,924,088,237 40,289,216,371 -16,389,344,833 24,216,699

  純行政コスト（△） -11,943,274,667 -11,934,849,738 -8,424,929

  財源 12,444,756,336 12,444,756,336 -

    税収等 7,345,576,203 7,345,576,203 -

    国県等補助金 5,099,180,133 5,099,180,133 -

  本年度差額 501,481,669 509,906,598 -8,424,929

  固定資産等の変動（内部変動） -618,812,554 618,812,554

    有形固定資産等の増加 822,576,935 -822,576,935

    有形固定資産等の減少 -1,484,971,513 1,484,971,513

    貸付金・基金等の増加 98,415,719 -98,415,719

    貸付金・基金等の減少 -54,833,695 54,833,695

  資産評価差額 1,113,988 1,113,988

  無償所管換等 -86,317,588 -86,317,588

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 90,000 -90,000

  比例連結割合変更に伴う差額 -69,628,699 -133,693,677 64,064,978 -

  その他 -28,334,266 -118,685,940 90,351,674

  本年度純資産変動額 318,315,104 -956,395,771 1,283,225,804 -8,514,929

本年度末純資産残高 24,242,403,341 39,332,820,600 -15,106,119,029 15,701,770

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 21,859,095

本年度歳計外現金増減額 -4,789,791

本年度末歳計外現金残高 17,069,304

本年度末現金預金残高 1,005,277,905

財務活動収支 -1,048,457,215

本年度資金収支額 16,164,994

前年度末資金残高 970,507,161

比例連結割合変更に伴う差額 1,536,446

本年度末資金残高 988,208,601

    地方債等償還支出 1,679,197,842

    その他の支出 16,959,373

  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 3,412,072

    その他の収入 78,645,538

投資活動収支 -387,828,888

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,696,157,215

    その他の支出 -

  投資活動収入 494,894,803

    国県等補助金収入 365,695,967

    基金取崩収入 47,081,226

    貸付金元金回収収入 60,000

  投資活動支出 882,723,691

    公共施設等整備費支出 829,512,307

    基金積立金支出 53,211,384

    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 1,213,587,382

  臨時収入 1,259,614,902

業務活動収支 1,452,451,097

【投資活動収支】

    税収等収入 7,198,886,983

    国県等補助金収入 3,758,790,358

    使用料及び手数料収入 2,081,665,771

    その他の収入 795,840,445

  臨時支出 1,222,505,082

    移転費用支出 5,897,233,007

      補助金等支出 5,235,673,547

      社会保障給付支出 648,392,714

      その他の支出 13,166,746

  業務収入 13,835,183,557

    業務費用支出 6,522,609,273

      人件費支出 4,145,776,246

      物件費等支出 2,055,835,297

      支払利息支出 91,749,302

      その他の支出 229,248,428

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 12,419,842,280


