
【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 111,511,019,109   固定負債 35,261,860,144

    有形固定資産 106,706,747,081     地方債等 20,424,688,552

      事業用資産 35,544,806,478     長期未払金 -

        土地 20,261,820,884     退職手当引当金 3,026,220,280

        立木竹 3,600,000     損失補償等引当金 139,545

        建物 37,707,404,857     その他 11,810,811,767

        建物減価償却累計額 -23,306,935,308   流動負債 3,463,481,862

        工作物 3,137,445,364     １年内償還予定地方債等 2,234,503,282

        工作物減価償却累計額 -2,261,261,720     未払金 305,522,936

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 34,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 288,714,371

        航空機 -     預り金 450,786,457

        航空機減価償却累計額 -     その他 183,920,816

        その他 1 負債合計 38,725,342,006

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,732,400   固定資産等形成分 113,144,078,137

      インフラ資産 69,427,140,161   余剰分（不足分） -33,081,706,181

        土地 34,136,430,246   他団体出資等分 -

        建物 1,171,962,381

        建物減価償却累計額 -718,766,283

        工作物 65,056,933,379

        工作物減価償却累計額 -30,241,247,442

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,827,880

      物品 7,050,339,617

      物品減価償却累計額 -5,315,539,175

    無形固定資産 953,931,869

      ソフトウェア 5,250,406

      その他 948,681,463

    投資その他の資産 3,850,340,159

      投資及び出資金 9,429,000

        有価証券 -

        出資金 9,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 394,268,252

      長期貸付金 9,378,000

      基金 3,484,056,188

        減債基金 3,089,000

        その他 3,480,967,188

      その他 -

      徴収不能引当金 -46,791,281

  流動資産 7,276,694,853

    現金預金 5,270,105,239

    未収金 385,745,446

    短期貸付金 2,762,000

    基金 1,630,297,028

      財政調整基金 1,630,297,028

      減債基金 -

    棚卸資産 3,105,010

    その他 86,510

    徴収不能引当金 -15,406,380

  繰延資産 - 純資産合計 80,062,371,956

資産合計 118,787,713,962 負債及び純資産合計 118,787,713,962

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 2,687,003

    その他 -

純行政コスト 42,802,412,512

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,687,003

  臨時損失 1,672,441

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,672,441

    使用料及び手数料 1,994,778,531

    その他 1,264,797,821

純経常行政コスト 42,803,427,074

      社会保障給付 11,587,788,671

      その他 84,303,342

  経常収益 3,259,576,352

        その他 188,437,866

    移転費用 32,457,545,086

      補助金等 20,785,453,073

      その他の業務費用 447,634,383

        支払利息 199,355,081

        徴収不能引当金繰入額 59,841,436

        維持補修費 1,147,395,114

        減価償却費 2,522,128,735

        その他 14,457,140

        その他 566,756,820

      物件費等 8,786,309,886

        物件費 5,102,328,897

        職員給与費 3,462,132,884

        賞与等引当金繰入額 286,172,214

        退職手当引当金繰入額 56,452,153

  経常費用 46,063,003,426

    業務費用 13,605,458,340

      人件費 4,371,514,071

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 80,059,378,768 114,633,983,315 -34,574,604,547 -

  純行政コスト（△） -42,802,412,512 -42,802,412,512 -

  財源 42,740,453,159 42,740,453,159 -

    税収等 22,169,827,645 22,169,827,645 -

    国県等補助金 20,570,625,514 20,570,625,514 -

  本年度差額 -61,959,353 -61,959,353 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,475,077,263 1,475,077,263

    有形固定資産等の増加 702,635,026 -702,635,026

    有形固定資産等の減少 -2,531,335,270 2,531,335,270

    貸付金・基金等の増加 3,447,990,964 -3,447,990,964

    貸付金・基金等の減少 -3,094,367,983 3,094,367,983

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -8,815,712 -8,815,712

  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 -7,094,060 -6,012,203 -1,081,857 -

  その他 80,862,313 - 80,862,313

  本年度純資産変動額 2,993,188 -1,489,905,178 1,492,898,366 -

本年度末純資産残高 80,062,371,956 113,144,078,137 -33,081,706,181 -

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 519,506,776

本年度歳計外現金増減額 -68,826,393

本年度末歳計外現金残高 450,680,383

本年度末現金預金残高 5,270,105,239

財務活動収支 -764,322,346

本年度資金収支額 515,459,008

前年度末資金残高 4,306,311,480

比例連結割合変更に伴う差額 -2,345,632

本年度末資金残高 4,819,424,856

    地方債等償還支出 2,254,338,827

    その他の支出 152,689,672

  財務活動収入 1,642,706,153

    地方債等発行収入 1,642,701,518

    その他の収入 4,635

    資産売却収入 2,810,742

    その他の収入 254,332,511

投資活動収支 -195,311,093

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,407,028,499

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,303,244,325

    国県等補助金収入 596,357,765

    基金取崩収入 1,438,938,307

    貸付金元金回収収入 10,805,000

  投資活動支出 2,498,555,418

    公共施設等整備費支出 698,750,833

    基金積立金支出 1,788,771,585

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,033,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,475,092,447

【投資活動収支】

    税収等収入 21,801,010,220

    国県等補助金収入 20,042,867,231

    使用料及び手数料収入 1,975,782,748

    その他の収入 1,166,043,575

  臨時支出 -

    移転費用支出 32,458,954,462

      補助金等支出 20,785,467,646

      社会保障給付支出 11,587,788,671

      その他の支出 85,698,145

  業務収入 44,985,703,774

    業務費用支出 11,051,656,865

      人件費支出 4,320,445,347

      物件費等支出 6,345,280,077

      支払利息支出 199,355,081

      その他の支出 186,576,360

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 43,510,611,327


