
【様式第1号】

（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 26,759,586,780   固定負債 4,482,732,795

    有形固定資産 25,724,230,417     地方債等 4,082,913,796

      事業用資産 8,328,451,620     長期未払金 177,597,999

        土地 2,271,789,600     退職手当引当金 204,977,000

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

        建物 12,918,888,446     その他 17,244,000

        建物減価償却累計額 -7,304,604,101   流動負債 677,549,256

        工作物 1,051,998,570     １年内償還予定地方債等 557,632,717

        工作物減価償却累計額 -748,210,122     未払金 21,203,800

        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 58,825,000

        航空機 -     預り金 31,082,219

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,805,520

        その他 - 負債合計 5,160,282,051

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 27,152,261,637

      インフラ資産 17,290,295,798   余剰分（不足分） -4,986,442,504

        土地 6,247,958   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 591,184,386

      物品減価償却累計額 -485,701,387

    無形固定資産 7,534,677

      ソフトウェア 7,534,677

      その他 -

    投資その他の資産 1,027,821,686

      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 39,825,399

      長期貸付金 6,229,398

      基金 967,701,889

        減債基金 31,879,288

        その他 935,822,601

      その他 -

      徴収不能引当金 -553,000

  流動資産 566,514,404

    現金預金 159,469,351

    未収金 15,531,196

    短期貸付金 -

    基金 392,674,857

      財政調整基金 392,674,857

      減債基金 -

    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 22,165,819,133

資産合計 27,326,101,184 負債及び純資産合計 27,326,101,184

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 15,507,070

    その他 -

純行政コスト 4,889,370,266

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 15,507,070

  臨時損失 4,374,104

    災害復旧事業費 5,000

    資産除売却損 4,369,104

    使用料及び手数料 188,444,791

    その他 102,904,465

純経常行政コスト 4,900,503,232

      社会保障給付 216,081,578

      その他 6,053,400

  経常収益 291,349,256

        その他 20,673,418

    移転費用 1,908,849,287

      補助金等 1,686,714,309

      その他の業務費用 47,354,866

        支払利息 25,522,448

        徴収不能引当金繰入額 1,159,000

        維持補修費 240,381,826

        減価償却費 1,182,083,514

        その他 56,440

        その他 103,094,065

      物件費等 2,437,705,058

        物件費 1,015,183,278

        職員給与費 636,024,212

        賞与等引当金繰入額 58,825,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,191,852,488

    業務費用 3,283,003,201

      人件費 797,943,277

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】

（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 22,462,529,062 27,635,910,994 -5,173,381,932 -

  純行政コスト（△） -4,889,370,266 -4,889,370,266 -

  財源 4,325,684,499 4,325,684,499 -

    税収等 2,659,782,499 2,659,782,499 -

    国県等補助金 1,665,902,000 1,665,902,000 -

  本年度差額 -563,685,767 -563,685,767 -

  固定資産等の変動（内部変動） -750,625,195 750,625,195

    有形固定資産等の増加 333,127,907 -333,127,907

    有形固定資産等の減少 -1,172,191,910 1,172,191,910

    貸付金・基金等の増加 254,725,013 -254,725,013

    貸付金・基金等の減少 -166,286,205 166,286,205

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 266,975,838 266,975,838

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -296,709,929 -483,649,357 186,939,428 -

本年度末純資産残高 22,165,819,133 27,152,261,637 -4,986,442,504 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 25,581,710

本年度歳計外現金増減額 5,500,509

本年度末歳計外現金残高 31,082,219

本年度末現金預金残高 159,469,351

財務活動収支 -217,308,536

本年度資金収支額 -34,630,554

前年度末資金残高 163,017,686

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 128,387,132

    地方債等償還支出 589,977,992

    その他の支出 30,502,544

  財務活動収入 403,172,000

    地方債等発行収入 403,172,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 18,301,765

    その他の収入 -

投資活動収支 31,515,151

【財務活動収支】

  財務活動支出 620,480,536

    その他の支出 -

  投資活動収入 612,315,157

    国県等補助金収入 440,603,000

    基金取崩収入 150,396,504

    貸付金元金回収収入 3,013,888

  投資活動支出 580,800,006

    公共施設等整備費支出 333,127,907

    基金積立金支出 244,552,099

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,120,000

    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 151,162,831

【投資活動収支】

    税収等収入 2,650,168,379

    国県等補助金収入 1,225,299,000

    使用料及び手数料収入 186,162,161

    その他の収入 94,845,465

  臨時支出 5,000

    移転費用支出 1,908,849,287

      補助金等支出 1,686,714,309

      社会保障給付支出 216,081,578

      その他の支出 6,053,400

  業務収入 4,156,475,005

    業務費用支出 2,096,457,887

      人件費支出 794,712,277

      物件費等支出 1,261,552,787

      支払利息支出 25,522,448

      その他の支出 14,670,375

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 4,005,307,174


