
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 22,101,456,528   固定負債 5,366,828,814

    有形固定資産 21,078,433,545     地方債等 4,851,183,369

      事業用資産 8,132,677,619     長期未払金 -

        土地 1,395,794,012     退職手当引当金 515,645,445

        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 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 563,061,151

        建物 12,362,314,765     １年内償還予定地方債等 496,627,759

        建物減価償却累計額 -7,799,445,105     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,935,014,721     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,098,268,550     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 47,806,184

        船舶 -     預り金 18,627,208

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,929,889,965

        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 23,742,967,239

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,560,000,375

        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 -

        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 -

      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 1,885,974,645

      物品減価償却累計額 -1,383,076,969

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 457,093

      ソフトウェア 129,920

      その他 327,173

    投資その他の資産 1,022,565,890

      投資及び出資金 129,609,000

        有価証券 -

        出資金 129,609,000

        その他 -

      長期延滞債権 105,997,537

      長期貸付金 181,398,439

      基金 604,030,933

        減債基金 782,000

        その他 603,248,933

      その他 9,500,000

      徴収不能引当金 -7,970,019

  流動資産 2,011,400,301

    現金預金 347,511,173

    未収金 22,384,602

    短期貸付金 61,355,711

    基金 1,580,155,000

      財政調整基金 1,580,155,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,185

  繰延資産 - 純資産合計 18,182,966,864

資産合計 24,112,856,829 負債及び純資産合計 24,112,856,829

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 2,406,478

    その他 -

純行政コスト 6,206,077,680

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,406,478

  臨時損失 796,047,652

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 796,047,652

    使用料及び手数料 81,085,325

    その他 108,689,584

純経常行政コスト 5,412,436,506

      社会保障給付 161,652,910

      その他 4,192,873

  経常収益 189,774,909

        その他 32,466,850

    移転費用 2,573,448,667

      補助金等 2,407,602,884

      その他の業務費用 53,681,165

        支払利息 19,685,051

        徴収不能引当金繰入額 1,529,264

        維持補修費 206,415,767

        減価償却費 996,300,576

        その他 -

        その他 81,529,003

      物件費等 2,168,122,068

        物件費 965,405,725

        職員給与費 677,624,328

        賞与等引当金繰入額 47,806,184

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,602,211,415

    業務費用 3,028,762,748

      人件費 806,959,515

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：全体会計 （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 18,264,748,907 24,055,968,087 -5,791,219,180 -

  純行政コスト（△） -6,206,077,680 -6,206,077,680 -

  財源 5,081,527,543 5,081,527,543 -

    税収等 3,346,905,338 3,346,905,338 -

    国県等補助金 1,734,622,205 1,734,622,205 -

  本年度差額 -1,124,550,137 -1,124,550,137 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,252,576,895 1,252,576,895

    有形固定資産等の増加 226,932,512 -226,932,512

    有形固定資産等の減少 -1,784,073,787 1,784,073,787

    貸付金・基金等の増加 369,346,380 -369,346,380

    貸付金・基金等の減少 -64,782,000 64,782,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 977,309,837 977,309,837

  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 65,458,257 -37,733,790 103,192,047

  本年度純資産変動額 -81,782,043 -313,000,848 231,218,805 -

本年度末純資産残高 18,182,966,864 23,742,967,239 -5,560,000,375 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 17,942,933

本年度歳計外現金増減額 684,275

本年度末歳計外現金残高 18,627,208

本年度末現金預金残高 347,511,173

財務活動収支 -102,938,674

本年度資金収支額 23,610,963

前年度末資金残高 305,273,002

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 328,883,965

    地方債等償還支出 482,348,674

    その他の支出 -

  財務活動収入 379,410,000

    地方債等発行収入 379,410,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,406,478

    その他の収入 -

投資活動収支 -443,267,901

【財務活動収支】

  財務活動支出 482,348,674

    その他の支出 -

  投資活動収入 153,010,991

    国県等補助金収入 76,892,003

    基金取崩収入 64,000,000

    貸付金元金回収収入 9,712,510

  投資活動支出 596,278,892

    公共施設等整備費支出 226,932,512

    基金積立金支出 369,346,380

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 569,817,538

【投資活動収支】

    税収等収入 3,338,104,539

    国県等補助金収入 1,657,730,202

    使用料及び手数料収入 81,085,325

    その他の収入 108,689,584

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,573,448,667

      補助金等支出 2,407,602,884

      社会保障給付支出 161,652,910

      その他の支出 4,192,873

  業務収入 5,185,609,650

    業務費用支出 2,042,343,445

      人件費支出 818,370,052

      物件費等支出 1,171,821,492

      支払利息支出 19,685,051

      その他の支出 32,466,850

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 4,615,792,112


