
【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 30,257,868,402   固定負債 14,352,236,659

    有形固定資産 27,787,865,535     地方債等 8,432,282,751

      事業用資産 11,034,855,229     長期未払金 -

        土地 3,339,860,495     退職手当引当金 943,758,162

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 4,976,195,746

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,239,411,493

        建物 15,130,172,532     １年内償還予定地方債等 1,116,226,036

        建物減価償却累計額 -7,732,298,492     未払金 48,419,622

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 598,752,709     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -324,285,171     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 70,162,081

        船舶 -     預り金 3,042,995

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,560,759

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 15,591,648,152

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 30,735,626,100

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -14,480,724,136

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 55,543,000

        その他減価償却累計額 -52,105,744

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 19,215,900

      インフラ資産 16,294,186,499

        土地 692,419,178

        土地減損損失累計額 -

        建物 560,797,433

        建物減価償却累計額 -58,580,861

        建物減損損失累計額 -

        工作物 28,713,155,082

        工作物減価償却累計額 -13,704,564,865

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 90,960,532

      物品 1,406,827,367

      物品減価償却累計額 -948,003,560

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 4,880,928

      ソフトウェア 4,880,928

      その他 -

    投資その他の資産 2,465,121,939

      投資及び出資金 154,383,910

        有価証券 86,442,910

        出資金 67,941,000

        その他 -

      長期延滞債権 50,462,525

      長期貸付金 854,643,790

      基金 1,405,810,190

        減債基金 116,822,133

        その他 1,288,988,057

      その他 1,995,792

      徴収不能引当金 -2,174,268

  流動資産 1,588,681,714

    現金預金 997,815,449

    未収金 59,387,618

    短期貸付金 -

    基金 477,757,698

      財政調整基金 477,757,698

      減債基金 -

    棚卸資産 15,517,009

    その他 38,700,000

    徴収不能引当金 -496,060

  繰延資産 - 純資産合計 16,254,901,964

資産合計 31,846,550,116 負債及び純資産合計 31,846,550,116

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 -

    その他 -

純行政コスト 10,175,557,737

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,816,770

  臨時利益 -

  臨時損失 245,775,703

    災害復旧事業費 54,749,000

    資産除売却損 187,209,933

    使用料及び手数料 413,388,842

    その他 198,111,526

純経常行政コスト 9,929,782,034

      社会保障給付 1,801,250,345

      その他 23,994,342

  経常収益 611,500,368

        その他 75,662,714

    移転費用 6,731,729,417

      補助金等 4,906,484,730

      その他の業務費用 150,500,906

        支払利息 74,340,369

        徴収不能引当金繰入額 497,823

        維持補修費 84,268,023

        減価償却費 1,129,192,554

        その他 128,885,192

        その他 275,465,540

      物件費等 2,319,163,873

        物件費 976,818,104

        職員給与費 931,920,884

        賞与等引当金繰入額 70,162,081

        退職手当引当金繰入額 62,339,701

  経常費用 10,541,282,402

    業務費用 3,809,552,985

      人件費 1,339,888,206

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 16,034,687,519 30,789,904,995 -14,755,217,476 -

  純行政コスト（△） -10,175,557,737 -10,175,557,737 -

  財源 9,937,292,669 9,937,292,669 -

    税収等 5,973,666,714 5,973,666,714 -

    国県等補助金 3,963,625,955 3,963,625,955 -

  本年度差額 -238,265,068 -238,265,068 -

  固定資産等の変動（内部変動） -894,352,287 894,352,287

    有形固定資産等の増加 451,754,342 -451,754,342

    有形固定資産等の減少 -1,384,674,562 1,384,674,562

    貸付金・基金等の増加 184,494,607 -184,494,607

    貸付金・基金等の減少 -145,926,674 145,926,674

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 643,059,903 643,059,903

  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 -149,557,670 327,378,194 -476,935,864 -

  その他 -35,022,720 -130,364,705 95,341,985

  本年度純資産変動額 220,214,445 -54,278,895 274,493,340 -

本年度末純資産残高 16,254,901,964 30,735,626,100 -14,480,724,136 -

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 6,236,214

本年度歳計外現金増減額 -3,131,335

本年度末歳計外現金残高 3,104,879

本年度末現金預金残高 997,815,449

財務活動収支 -323,015,909

本年度資金収支額 -71,386,950

前年度末資金残高 1,064,976,657

比例連結割合変更に伴う差額 1,120,863

本年度末資金残高 994,710,570

    地方債等償還支出 1,174,905,937

    その他の支出 7,223,211

  財務活動収入 859,113,239

    地方債等発行収入 859,113,239

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,520,337

    その他の収入 2,580,000

投資活動収支 -637,322,974

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,182,129,148

    その他の支出 -

  投資活動収入 591,814,585

    国県等補助金収入 267,418,332

    基金取崩収入 285,295,916

    貸付金元金回収収入 30,000,000

  投資活動支出 1,229,137,559

    公共施設等整備費支出 1,048,184,038

    基金積立金支出 150,953,521

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 30,000,000

    災害復旧事業費支出 54,749,000

    その他の支出 44,616,770

  臨時収入 22,318

業務活動収支 888,951,933

【投資活動収支】

    税収等収入 5,762,426,775

    国県等補助金収入 3,862,974,423

    使用料及び手数料収入 519,747,287

    その他の収入 154,002,063

  臨時支出 99,365,770

    移転費用支出 6,785,879,056

      補助金等支出 4,905,477,148

      社会保障給付支出 1,801,250,345

      その他の支出 79,151,563

  業務収入 10,299,150,548

    業務費用支出 2,524,976,107

      人件費支出 1,282,323,367

      物件費等支出 1,094,130,827

      支払利息支出 89,003,274

      その他の支出 59,518,639

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 9,310,855,163


