
【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 22,084,153,882   固定負債 8,326,371,770

    有形固定資産 21,458,981,820     地方債等 6,991,677,576

      事業用資産 5,622,466,890     長期未払金 -

        土地 787,043,476     退職手当引当金 5,168,928

        立木竹 -     損失補償等引当金 1,039,900

        建物 9,367,707,352     その他 1,328,485,366

        建物減価償却累計額 -5,077,590,729   流動負債 809,322,668

        工作物 829,115,123     １年内償還予定地方債等 650,312,004

        工作物減価償却累計額 -287,179,532     未払金 102,050,375

        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 40,154,680

        航空機 -     預り金 2,271,427

        航空機減価償却累計額 -     その他 14,534,182

        その他 - 負債合計 9,135,694,438

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,371,200   固定資産等形成分 23,170,728,977

      インフラ資産 15,395,293,392   余剰分（不足分） -8,670,254,794

        土地 311,145,057   他団体出資等分 -

        建物 496,285,649

        建物減価償却累計額 -389,282,721

        工作物 40,073,822,675

        工作物減価償却累計額 -25,147,736,247

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 51,058,979

      物品 3,087,960,955

      物品減価償却累計額 -2,646,739,417

    無形固定資産 15,976,272

      ソフトウェア 15,976,272

      その他 -

    投資その他の資産 609,195,790

      投資及び出資金 94,190,900

        有価証券 50,857,500

        出資金 43,333,400

        その他 -

      長期延滞債権 17,909,117

      長期貸付金 -

      基金 497,988,112

        減債基金 -

        その他 497,988,112

      その他 -

      徴収不能引当金 -892,339

  流動資産 1,552,014,739

    現金預金 428,976,814

    未収金 37,374,337

    短期貸付金 -

    基金 1,086,575,095

      財政調整基金 996,893,219

      減債基金 89,681,876

    棚卸資産 660,653

    その他 296,739

    徴収不能引当金 -1,868,899

  繰延資産 - 純資産合計 14,500,474,183

資産合計 23,636,168,621 負債及び純資産合計 23,636,168,621

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 411,054

    その他 80,526

純行政コスト 4,778,133,926

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 473,516

  臨時利益 491,580

  臨時損失 1,073,517

    災害復旧事業費 600,000

    資産除売却損 1

    使用料及び手数料 95,945,472

    その他 278,314,576

純経常行政コスト 4,777,551,989

      社会保障給付 212,718,796

      その他 2,156,400

  経常収益 374,260,048

        その他 28,798,492

    移転費用 1,978,457,693

      補助金等 1,763,582,497

      その他の業務費用 94,566,032

        支払利息 63,749,625

        徴収不能引当金繰入額 2,017,915

        維持補修費 122,140,288

        減価償却費 984,649,545

        その他 -

        その他 78,185,063

      物件費等 2,266,664,027

        物件費 1,159,874,194

        職員給与費 693,592,293

        賞与等引当金繰入額 40,154,680

        退職手当引当金繰入額 192,249

  経常費用 5,151,812,037

    業務費用 3,173,354,344

      人件費 812,124,285

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 14,807,867,410 23,201,163,854 -8,393,296,444 -

  純行政コスト（△） -4,778,133,926 -4,778,133,926 -

  財源 4,467,620,953 4,467,620,953 -

    税収等 2,876,321,786 2,876,321,786 -

    国県等補助金 1,591,299,167 1,591,299,167 -

  本年度差額 -310,512,973 -310,512,973 -

  固定資産等の変動（内部変動） -33,554,623 33,554,623

    有形固定資産等の増加 1,070,716,325 -1,070,716,325

    有形固定資産等の減少 -988,482,948 988,482,948

    貸付金・基金等の増加 116,800,905 -116,800,905

    貸付金・基金等の減少 -232,588,905 232,588,905

  資産評価差額 15,000 15,000

  無償所管換等 5,404,746 5,404,746

  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 -2,300,000 -2,300,000 -

  本年度純資産変動額 -307,393,227 -30,434,877 -276,958,350 -

本年度末純資産残高 14,500,474,183 23,170,728,977 -8,670,254,794 -

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 980,903

本年度歳計外現金増減額 1,290,524

本年度末歳計外現金残高 2,271,427

本年度末現金預金残高 428,976,814

財務活動収支 536,878,720

本年度資金収支額 148,948,069

前年度末資金残高 277,757,318

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 426,705,387

    地方債等償還支出 622,488,650

    その他の支出 4,245,361

  財務活動収入 1,163,612,731

    地方債等発行収入 1,031,373,000

    その他の収入 132,239,731

    資産売却収入 411,054

    その他の収入 1,713,815

投資活動収支 -843,446,876

【財務活動収支】

  財務活動支出 626,734,011

    その他の支出 -

  投資活動収入 343,903,274

    国県等補助金収入 69,820,104

    基金取崩収入 271,948,301

    貸付金元金回収収入 10,000

  投資活動支出 1,187,350,150

    公共施設等整備費支出 1,032,374,002

    基金積立金支出 154,976,148

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 600,000

    その他の支出 473,516

  臨時収入 80,526

業務活動収支 455,516,225

【投資活動収支】

    税収等収入 2,733,658,543

    国県等補助金収入 1,494,740,085

    使用料及び手数料収入 105,495,463

    その他の収入 256,619,075

  臨時支出 1,073,516

    移転費用支出 1,916,415,263

      補助金等支出 1,701,540,067

      社会保障給付支出 212,718,796

      その他の支出 2,156,400

  業務収入 4,590,513,166

    業務費用支出 2,217,588,688

      人件費支出 865,961,747

      物件費等支出 1,260,536,876

      支払利息支出 63,749,626

      その他の支出 27,340,439

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 4,134,003,951


