
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 23,330,823,939   固定負債 5,659,342,370

    有形固定資産 22,028,406,153     地方債等 4,941,550,281

      事業用資産 9,057,982,925     長期未払金 -

        土地 1,502,167,832     退職手当引当金 710,220,441

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 337,267,776     その他 7,571,648

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 642,531,742

        建物 13,650,901,633     １年内償還予定地方債等 507,868,929

        建物減価償却累計額 -8,585,843,633     未払金 55,744,826

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 7,633,052,792     前受金 1,254

        工作物減価償却累計額 -5,479,563,475     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 58,882,045

        船舶 -     預り金 19,138,298

        船舶減価償却累計額 -     その他 896,390

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,301,874,112

        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 25,105,568,590

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,803,177,570

        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 124,696

        その他減価償却累計額 -124,696

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 12,442,858,250

        土地 437,736,194

        土地減損損失累計額 -

        建物 615,391,038

        建物減価償却累計額 -323,793,882

        建物減損損失累計額 -

        工作物 26,854,074,847

        工作物減価償却累計額 -15,140,549,947

        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 -

      物品 2,003,124,792

      物品減価償却累計額 -1,475,559,814

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 460,093

      ソフトウェア 129,920

      その他 330,173

    投資その他の資産 1,301,957,693

      投資及び出資金 294,204,000

        有価証券 -

        出資金 129,609,000

        その他 164,595,000

      長期延滞債権 107,491,893

      長期貸付金 181,398,439

      基金 717,333,442

        減債基金 7,672,500

        その他 709,660,942

      その他 9,509,210

      徴収不能引当金 -7,979,291

  流動資産 2,273,441,193

    現金預金 449,389,837

    未収金 48,949,686

    短期貸付金 61,400,711

    基金 1,713,343,940

      財政調整基金 1,713,343,940

      減債基金 -

    棚卸資産 356,040

    その他 13,395

    徴収不能引当金 -12,416

  繰延資産 - 純資産合計 19,302,391,020

資産合計 25,604,265,132 負債及び純資産合計 25,604,265,132

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 2,462,478

    その他 -

純行政コスト 7,479,938,457

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,706

  臨時利益 2,462,478

  臨時損失 796,063,358

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 796,047,652

    使用料及び手数料 91,686,635

    その他 316,034,754

純経常行政コスト 6,686,337,577

      社会保障給付 1,067,419,224

      その他 9,854,833

  経常収益 407,721,389

        その他 50,210,908

    移転費用 3,516,366,063

      補助金等 2,439,092,006

      その他の業務費用 71,753,996

        支払利息 20,006,061

        徴収不能引当金繰入額 1,537,027

        維持補修費 230,461,634

        減価償却費 1,082,734,397

        その他 15,171

        その他 100,198,454

      物件費等 2,408,378,195

        物件費 1,095,166,993

        職員給与費 938,473,511

        賞与等引当金繰入額 58,882,045

        退職手当引当金繰入額 6,702

  経常費用 7,094,058,966

    業務費用 3,577,692,903

      人件費 1,097,560,712

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 金額



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：円）

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 19,451,032,070 25,626,585,586 -6,175,553,516 -

  純行政コスト（△） -7,479,938,457 -7,479,938,457 -

  財源 6,319,844,175 6,319,844,175 -

    税収等 4,176,779,059 4,176,779,059 -

    国県等補助金 2,143,065,116 2,143,065,116 -

  本年度差額 -1,160,094,282 -1,160,094,282 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,434,917,166 1,434,917,166

    有形固定資産等の増加 235,989,331 -235,989,331

    有形固定資産等の減少 -1,870,507,608 1,870,507,608

    貸付金・基金等の増加 388,195,628 -388,195,628

    貸付金・基金等の減少 -188,594,517 188,594,517

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 986,248,749 986,248,749

  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 -25,472,711 -29,443,083 3,970,372 -

  その他 50,677,194 -42,905,496 93,582,690

  本年度純資産変動額 -148,641,050 -521,016,996 372,375,946 -

本年度末純資産残高 19,302,391,020 25,105,568,590 -5,803,177,570 -

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

科目 合計



【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 17,968,910

本年度歳計外現金増減額 673,120

本年度末歳計外現金残高 18,642,030

本年度末現金預金残高 449,389,837

財務活動収支 -112,160,623

本年度資金収支額 44,584,729

前年度末資金残高 386,667,752

比例連結割合変更に伴う差額 -504,674

本年度末資金残高 430,747,807

    地方債等償還支出 493,014,264

    その他の支出 146,359

  財務活動収入 381,000,000

    地方債等発行収入 381,000,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,462,478

    その他の収入 -

投資活動収支 -453,103,447

【財務活動収支】

  財務活動支出 493,160,623

    その他の支出 -

  投資活動収入 171,081,446

    国県等補助金収入 78,284,003

    基金取崩収入 80,573,455

    貸付金元金回収収入 9,761,510

  投資活動支出 624,184,893

    公共施設等整備費支出 235,989,331

    基金積立金支出 387,984,562

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 211,000

    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 609,848,799

【投資活動収支】

    税収等収入 4,167,978,260

    国県等補助金収入 2,064,781,113

    使用料及び手数料収入 91,686,635

    その他の収入 316,113,326

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,516,366,063

      補助金等支出 2,439,092,006

      社会保障給付支出 1,067,419,224

      その他の支出 9,854,833

  業務収入 6,640,559,334

    業務費用支出 2,514,344,472

      人件費支出 1,114,754,426

      物件費等支出 1,329,539,977

      支払利息支出 20,006,061

      その他の支出 50,044,008

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,030,710,535


