
【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 23,460,716,302   固定負債 9,078,425,878

    有形固定資産 22,403,368,092     地方債等 7,187,939,072

      事業用資産 6,495,088,258     長期未払金 -

        土地 844,845,584     退職手当引当金 504,815,013

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,773,297,538     その他 1,385,671,793

        建物減価償却累計額 -5,715,815,180   流動負債 890,949,677

        工作物 1,074,324,722     １年内償還予定地方債等 698,660,669

        工作物減価償却累計額 -486,032,584     未払金 121,070,203

        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 52,453,760

        航空機 -     預り金 2,707,707

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,057,338

        その他 1,191,784 負債合計 9,969,375,555

        その他減価償却累計額 -94,806 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,371,200   固定資産等形成分 24,550,854,896

      インフラ資産 15,395,293,392   余剰分（不足分） -9,279,380,166

        土地 311,145,057   他団体出資等分 26,823,570

        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 3,319,608,245

      物品減価償却累計額 -2,806,621,803

    無形固定資産 16,304,167

      ソフトウェア 15,988,697

      その他 315,470

    投資その他の資産 1,041,044,043

      投資及び出資金 35,450,900

        有価証券 2,107,500

        出資金 33,343,400

        その他 -

      長期延滞債権 18,063,189

      長期貸付金 -

      基金 988,422,293

        減債基金 -

        その他 988,422,293

      その他 -

      徴収不能引当金 -892,339

  流動資産 1,806,957,553

    現金預金 646,115,019

    未収金 67,206,012

    短期貸付金 1,490,000

    基金 1,088,648,594

      財政調整基金 998,966,718

      減債基金 89,681,876

    棚卸資産 4,047,072

    その他 1,381,346

    徴収不能引当金 -1,930,490

  繰延資産 - 純資産合計 15,298,298,300

資産合計 25,267,673,855 負債及び純資産合計 25,267,673,855

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 437,725

    その他 80,526

純行政コスト 5,627,551,168

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 790,317

  臨時利益 518,251

  臨時損失 1,544,790

    災害復旧事業費 600,000

    資産除売却損 154,473

    使用料及び手数料 237,496,644

    その他 393,459,151

純経常行政コスト 5,626,524,629

      社会保障給付 212,648,896

      その他 5,746,822

  経常収益 630,955,795

        その他 60,566,060

    移転費用 2,601,467,567

      補助金等 2,383,071,849

      その他の業務費用 129,140,095

        支払利息 66,520,120

        徴収不能引当金繰入額 2,053,915

        維持補修費 140,373,461

        減価償却費 1,054,810,984

        その他 -

        その他 78,801,537

      物件費等 2,500,727,875

        物件費 1,305,543,430

        職員給与費 887,287,229

        賞与等引当金繰入額 52,453,760

        退職手当引当金繰入額 7,602,361

  経常費用 6,257,480,424

    業務費用 3,656,012,857

      人件費 1,026,144,887

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 15,577,743,128 24,598,961,042 -9,045,536,759 24,318,845

  純行政コスト（△） -5,627,551,168 -5,630,055,893 2,504,725

  財源 5,333,303,710 5,333,303,710 -

    税収等 3,146,200,307 3,146,200,307 -

    国県等補助金 2,187,103,403 2,187,103,403 -

  本年度差額 -294,247,458 -296,752,183 2,504,725

  固定資産等の変動（内部変動） -77,256,641 77,256,641

    有形固定資産等の増加 1,106,423,763 -1,106,423,763

    有形固定資産等の減少 -1,058,798,861 1,058,798,861

    貸付金・基金等の増加 121,930,387 -121,930,387

    貸付金・基金等の減少 -246,811,930 246,811,930

  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 11,682,884 26,030,749 -14,347,865 -

  その他 -2,300,000 -2,300,000 -

  本年度純資産変動額 -279,444,828 -48,106,146 -233,843,407 2,504,725

本年度末純資産残高 15,298,298,300 24,550,854,896 -9,279,380,166 26,823,570

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 1,247,486

本年度歳計外現金増減額 1,331,393

本年度末歳計外現金残高 2,578,879

本年度末現金預金残高 646,115,019

財務活動収支 521,913,062

本年度資金収支額 161,560,369

前年度末資金残高 481,991,023

比例連結割合変更に伴う差額 -15,252

本年度末資金残高 643,536,140

    地方債等償還支出 682,275,681

    その他の支出 4,245,361

  財務活動収入 1,208,434,104

    地方債等発行収入 1,044,376,030

    その他の収入 164,058,074

    資産売却収入 437,725

    その他の収入 5,901,391

投資活動収支 -845,955,588

【財務活動収支】

  財務活動支出 686,521,042

    その他の支出 -

  投資活動収入 375,541,212

    国県等補助金収入 85,902,084

    基金取崩収入 283,290,012

    貸付金元金回収収入 10,000

  投資活動支出 1,221,496,800

    公共施設等整備費支出 1,062,533,998

    基金積立金支出 158,897,802

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 65,000

    災害復旧事業費支出 600,000

    その他の支出 790,315

  臨時収入 80,526

業務活動収支 485,602,895

【投資活動収支】

    税収等収入 2,955,016,385

    国県等補助金収入 2,084,254,506

    使用料及び手数料収入 247,034,107

    その他の収入 374,062,617

  臨時支出 1,390,315

    移転費用支出 2,539,205,437

      補助金等支出 2,321,029,419

      社会保障給付支出 212,648,896

      その他の支出 5,527,122

  業務収入 5,660,367,615

    業務費用支出 2,634,249,494

      人件費支出 1,082,362,026

      物件費等支出 1,426,209,774

      支払利息支出 66,520,121

      その他の支出 59,157,573

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 5,173,454,931


