
【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 17,764,446,243   固定負債 3,735,750,462

    有形固定資産 15,145,495,037     地方債等 3,419,023,462

      事業用資産 3,143,010,350     長期未払金 -

        土地 1,490,682,493     退職手当引当金 316,727,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,482,865,836     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,215,281,802   流動負債 543,920,779

        工作物 373,600,013     １年内償還予定地方債等 398,686,254

        工作物減価償却累計額 -246,161,358     未払金 -

        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 44,260,903

        航空機 -     預り金 100,973,622

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 280,143,550 負債合計 4,279,671,241

        その他減価償却累計額 -273,767,782 【純資産の部】

        建設仮勘定 250,929,400   固定資産等形成分 18,946,268,642

      インフラ資産 11,899,324,163   余剰分（不足分） -3,713,579,921

        土地 509,596,544   他団体出資等分 -

        建物 540,000

        建物減価償却累計額 -409,860

        工作物 27,091,272,628

        工作物減価償却累計額 -15,955,946,200

        その他 445,428,254

        その他減価償却累計額 -254,713,237

        建設仮勘定 63,556,034

      物品 335,145,818

      物品減価償却累計額 -231,985,294

    無形固定資産 1

      ソフトウェア 1

      その他 -

    投資その他の資産 2,618,951,205

      投資及び出資金 662,714,373

        有価証券 253,000

        出資金 662,461,373

        その他 -

      長期延滞債権 104,748,962

      長期貸付金 -

      基金 1,853,343,341

        減債基金 -

        その他 1,853,343,341

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,855,471

  流動資産 1,747,913,719

    現金預金 505,420,502

    未収金 11,308,546

    短期貸付金 -

    基金 1,181,822,399

      財政調整基金 1,093,918,895

      減債基金 87,903,504

    棚卸資産 49,553,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -190,728

  繰延資産 - 純資産合計 15,232,688,721

資産合計 19,512,359,962 負債及び純資産合計 19,512,359,962

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 46,303,707

純行政コスト 4,751,892,902

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 46,303,707

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    使用料及び手数料 144,466,873

    その他 36,264,551

純経常行政コスト 4,798,196,607

      社会保障給付 225,476,527

      その他 3,523,076

  経常収益 180,731,424

        その他 43,509,325

    移転費用 2,107,785,137

      補助金等 1,878,785,534

      その他の業務費用 85,227,272

        支払利息 40,005,389

        徴収不能引当金繰入額 1,712,558

        維持補修費 288,041,206

        減価償却費 688,110,718

        その他 -

        その他 35,452,679

      物件費等 2,165,589,345

        物件費 1,189,437,421

        職員給与費 540,612,695

        賞与等引当金繰入額 44,260,903

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,978,928,031

    業務費用 2,871,142,894

      人件費 620,326,277

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 15,576,338,699 18,920,862,734 -3,344,524,035 -

  純行政コスト（△） -4,751,892,902 -4,751,892,902 -

  財源 4,378,481,469 4,378,481,469 -

    税収等 2,319,124,196 2,319,124,196 -

    国県等補助金 2,059,357,273 2,059,357,273 -

  本年度差額 -373,411,433 -373,411,433 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,355,547 4,355,547

    有形固定資産等の増加 785,239,686 -785,239,686

    有形固定資産等の減少 -716,685,057 716,685,057

    貸付金・基金等の増加 98,143,847 -98,143,847

    貸付金・基金等の減少 -171,054,023 171,054,023

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 29,761,455 29,761,455

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -343,649,978 25,405,908 -369,055,886 -

本年度末純資産残高 15,232,688,721 18,946,268,642 -3,713,579,921 -

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 197,752,979

本年度歳計外現金増減額 -96,779,357

本年度末歳計外現金残高 100,973,622

本年度末現金預金残高 505,420,502

財務活動収支 379,692,578

本年度資金収支額 -42,197,528

前年度末資金残高 446,644,408

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 404,446,880

    地方債等償還支出 386,316,422

    その他の支出 -

  財務活動収入 766,009,000

    地方債等発行収入 766,009,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 12,413,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -548,639,549

【財務活動収支】

  財務活動支出 386,316,422

    その他の支出 -

  投資活動収入 304,464,867

    国県等補助金収入 147,359,000

    基金取崩収入 141,692,867

    貸付金元金回収収入 3,000,000

  投資活動支出 853,104,416

    公共施設等整備費支出 772,395,688

    基金積立金支出 77,708,728

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 1,186,988,475

業務活動収支 126,749,443

【投資活動収支】

    税収等収入 2,325,993,607

    国県等補助金収入 725,009,798

    使用料及び手数料収入 143,847,259

    その他の収入 36,264,551

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,119,424,137

      補助金等支出 1,890,424,534

      社会保障給付支出 225,476,527

      その他の支出 3,523,076

  業務収入 3,231,115,215

    業務費用支出 2,171,930,110

      人件費支出 617,524,868

      物件費等支出 1,477,478,627

      支払利息支出 40,005,389

      その他の支出 36,921,226

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 4,291,354,247


