
【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 27,333,862,182   固定負債 4,644,234,850

    有形固定資産 25,778,140,060     地方債等 4,116,614,391

      事業用資産 8,323,377,822     長期未払金 198,094,200

        土地 2,286,757,856     退職手当引当金 312,282,259

        立木竹 138,589,227     損失補償等引当金 -

        建物 12,913,224,291     その他 17,244,000

        建物減価償却累計額 -7,516,314,625   流動負債 731,227,170

        工作物 1,369,970,956     １年内償還予定地方債等 561,862,577

        工作物減価償却累計額 -933,998,487     未払金 58,753,091

        船舶 186,870,191     未払費用 2,166,437

        船舶減価償却累計額 -185,295,936     前受金 127,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 67,708,331

        航空機 -     預り金 31,711,049

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,898,685

        その他 - 負債合計 5,375,462,020

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 63,574,349   固定資産等形成分 27,727,586,088

      インフラ資産 17,292,444,235   余剰分（不足分） -5,103,401,423

        土地 8,396,395   他団体出資等分 -

        建物 856,703,300

        建物減価償却累計額 -483,580,193

        工作物 40,633,203,821

        工作物減価償却累計額 -23,742,399,488

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120,400

      物品 802,500,899

      物品減価償却累計額 -640,182,896

    無形固定資産 24,485,791

      ソフトウェア 24,485,791

      その他 -

    投資その他の資産 1,531,236,331

      投資及び出資金 14,618,000

        有価証券 2,209,000

        出資金 12,409,000

        その他 -

      長期延滞債権 39,958,018

      長期貸付金 6,229,398

      基金 1,470,479,219

        減債基金 31,879,288

        その他 1,438,599,931

      その他 510,000

      徴収不能引当金 -558,304

  流動資産 665,784,503

    現金預金 257,681,620

    未収金 15,539,977

    短期貸付金 -

    基金 393,723,906

      財政調整基金 393,393,253

      減債基金 330,653

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,161,000

  繰延資産 - 純資産合計 22,624,184,665

資産合計 27,999,646,685 負債及び純資産合計 27,999,646,685

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 16,723,018

    その他 710

純行政コスト 5,657,084,473

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 16,723,728

  臨時損失 4,392,344

    災害復旧事業費 5,000

    資産除売却損 4,387,344

    使用料及び手数料 192,260,511

    その他 143,891,167

純経常行政コスト 5,669,415,857

      社会保障給付 216,081,578

      その他 6,325,588

  経常収益 336,151,678

        その他 26,845,286

    移転費用 2,483,275,911

      補助金等 2,260,868,745

      その他の業務費用 53,732,877

        支払利息 25,723,287

        徴収不能引当金繰入額 1,164,304

        維持補修費 246,713,455

        減価償却費 1,202,218,169

        その他 56,501

        その他 109,355,752

      物件費等 2,538,469,066

        物件費 1,089,480,941

        職員給与費 753,004,766

        賞与等引当金繰入額 67,708,294

        退職手当引当金繰入額 20,869

  経常費用 6,005,567,535

    業務費用 3,522,291,624

      人件費 930,089,681

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 23,095,643,298 28,402,581,126 -5,306,937,828 -

  純行政コスト（△） -5,657,084,473 -5,657,084,473 -

  財源 5,143,705,538 5,143,705,538 -

    税収等 3,396,323,877 3,396,323,877 -

    国県等補助金 1,747,381,661 1,747,381,661 -

  本年度差額 -513,378,935 -513,378,935 -

  固定資産等の変動（内部変動） -760,141,000 760,141,000

    有形固定資産等の増加 353,776,208 -353,776,208

    有形固定資産等の減少 -1,183,935,167 1,183,935,167

    貸付金・基金等の増加 342,579,714 -342,579,714

    貸付金・基金等の減少 -272,561,755 272,561,755

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 79,399 79,399

  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 41,840,911 85,066,571 -43,225,660 -

  その他 -8 -8 -

  本年度純資産変動額 -471,458,633 -674,995,038 203,536,405 -

本年度末純資産残高 22,624,184,665 27,727,586,088 -5,103,401,423 -

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 26,158,638

本年度歳計外現金増減額 5,474,003

本年度末歳計外現金残高 31,632,641

本年度末現金預金残高 257,681,620

財務活動収支 -199,591,721

本年度資金収支額 16,242,783

前年度末資金残高 199,736,946

比例連結割合変更に伴う差額 10,069,250

本年度末資金残高 226,048,979

    地方債等償還支出 595,454,005

    その他の支出 30,503,556

  財務活動収入 426,365,840

    地方債等発行収入 426,365,840

    その他の収入 -

    資産売却収入 19,517,713

    その他の収入 39,295,517

投資活動収支 -29,077,737

【財務活動収支】

  財務活動支出 625,957,561

    その他の支出 -

  投資活動収入 724,722,368

    国県等補助金収入 440,608,494

    基金取崩収入 200,485,179

    貸付金元金回収収入 24,815,465

  投資活動支出 753,800,105

    公共施設等整備費支出 410,039,123

    基金積立金支出 307,414,664

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 36,346,318

    災害復旧事業費支出 5,000

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 244,912,241

【投資活動収支】

    税収等収入 3,862,049,008

    国県等補助金収入 1,359,473,061

    使用料及び手数料収入 189,977,881

    その他の収入 154,272,533

  臨時支出 5,000

    移転費用支出 2,987,217,565

      補助金等支出 2,764,810,399

      社会保障給付支出 216,081,578

      その他の支出 6,325,588

  業務収入 5,565,772,483

    業務費用支出 2,333,637,677

      人件費支出 927,223,868

      物件費等支出 1,355,018,550

      支払利息支出 25,723,305

      その他の支出 25,671,954

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 5,320,855,242


