
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 108,927,024,189   固定負債 34,111,953,607

    有形固定資産 105,026,679,007     地方債等 19,947,851,139

      事業用資産 33,921,872,903     長期未払金 -

        土地 19,917,904,691     退職手当引当金 2,362,243,981

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

        建物 30,637,373,189     その他 11,801,718,942

        建物減価償却累計額 -17,501,672,887   流動負債 3,328,523,257

        工作物 2,961,606,991     １年内償還予定地方債等 2,149,004,927

        工作物減価償却累計額 -2,099,671,481     未払金 300,627,896

        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 277,364,866

        航空機 -     預り金 421,840,649

        航空機減価償却累計額 -     その他 179,684,919

        その他 - 負債合計 37,440,476,864

        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 110,557,186,189

      インフラ資産 69,427,140,161   余剰分（不足分） -32,348,825,246

        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 6,824,964,013

      物品減価償却累計額 -5,147,298,070

    無形固定資産 950,878,415

      ソフトウェア 2,196,956

      その他 948,681,459

    投資その他の資産 2,949,466,767

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 394,268,252

      長期貸付金 7,345,000

      基金 2,583,215,796

        減債基金 3,089,000

        その他 2,580,126,796

      その他 -

      徴収不能引当金 -46,791,281

  流動資産 6,721,813,618

    現金預金 4,724,112,425

    未収金 379,754,053

    短期貸付金 2,762,000

    基金 1,627,400,000

      財政調整基金 1,627,400,000

      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 78,208,360,943

資産合計 115,648,837,807 負債及び純資産合計 115,648,837,807

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,687,003

    その他 -

純行政コスト 35,011,584,194

    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 1,532,886

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,532,886

    使用料及び手数料 1,715,811,711

    その他 1,058,340,426

純経常行政コスト 35,012,738,311

      社会保障給付 3,461,687,355

      その他 85,281,995

  経常収益 2,774,152,137

        その他 173,179,038

    移転費用 25,398,033,625

      補助金等 21,851,064,275

      その他の業務費用 430,391,120

        支払利息 197,370,646

        徴収不能引当金繰入額 59,841,436

        維持補修費 1,132,842,676

        減価償却費 2,384,860,195

        その他 -

        その他 565,650,070

      物件費等 7,909,214,930

        物件費 4,391,512,059

        職員給与費 3,204,066,125

        賞与等引当金繰入額 274,823,866

        退職手当引当金繰入額 4,710,712

  経常費用 37,786,890,448

    業務費用 12,388,856,823

      人件費 4,049,250,773

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：全体会計 （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 78,445,806,912 111,987,747,620 -33,541,940,708 -

  純行政コスト（△） -35,011,584,194 -35,011,584,194 -

  財源 34,700,798,621 34,700,798,621 -

    税収等 16,980,913,627 16,980,913,627 -

    国県等補助金 17,719,884,994 17,719,884,994 -

  本年度差額 -310,785,573 -310,785,573 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,421,745,719 1,421,745,719

    有形固定資産等の増加 680,139,824 -680,139,824

    有形固定資産等の減少 -2,392,340,956 2,392,340,956

    貸付金・基金等の増加 3,298,625,464 -3,298,625,464

    貸付金・基金等の減少 -3,008,170,051 3,008,170,051

  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 - - - -

  その他 82,155,316 - 82,155,316

  本年度純資産変動額 -237,445,969 -1,430,561,431 1,193,115,462 -

本年度末純資産残高 78,208,360,943 110,557,186,189 -32,348,825,246 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 484,726,937

本年度歳計外現金増減額 -62,886,288

本年度末歳計外現金残高 421,840,649

本年度末現金預金残高 4,724,112,425

財務活動収支 -660,223,056

本年度資金収支額 217,666,159

前年度末資金残高 4,084,605,617

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,302,271,776

    地方債等償還支出 2,153,070,087

    その他の支出 145,018,604

  財務活動収入 1,637,865,635

    地方債等発行収入 1,637,861,000

    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 -164,891,440

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,298,088,691

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,223,055,018

    国県等補助金収入 596,157,765

    基金取崩収入 1,359,030,000

    貸付金元金回収収入 10,724,000

  投資活動支出 2,387,946,458

    公共施設等整備費支出 680,140,824

    基金積立金支出 1,696,772,634

    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 1,042,780,655

【投資活動収支】

    税収等収入 16,612,096,202

    国県等補助金収入 17,192,126,711

    使用料及び手数料収入 1,696,815,928

    その他の収入 961,503,608

  臨時支出 -

    移転費用支出 25,398,033,625

      補助金等支出 21,851,064,275

      社会保障給付支出 3,461,687,355

      その他の支出 85,281,995

  業務収入 36,462,542,449

    業務費用支出 10,021,728,169

      人件費支出 4,047,005,482

      物件費等支出 5,606,185,074

      支払利息支出 197,370,646

      その他の支出 171,166,967

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 35,419,761,794


