
【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 18,325,586,961   固定負債 4,647,216,582

    有形固定資産 15,891,596,689     地方債等 3,597,416,135

      事業用資産 3,302,117,265     長期未払金 -

        土地 1,499,701,667     退職手当引当金 334,848,131

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,685,229,644     その他 714,952,316

        建物減価償却累計額 -3,310,220,228   流動負債 585,125,302

        工作物 859,330,496     １年内償還予定地方債等 431,819,332

        工作物減価償却累計額 -689,229,482     未払金 1,073,920

        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 50,750,245

        航空機 -     預り金 101,481,805

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 280,143,550 負債合計 5,232,341,884

        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 19,512,238,765

      インフラ資産 12,424,143,056   余剰分（不足分） -4,577,969,218

        土地 522,573,042   他団体出資等分 -

        建物 160,662,169

        建物減価償却累計額 -67,598,389

        工作物 27,791,607,345

        工作物減価償却累計額 -16,239,767,214

        その他 445,428,254

        その他減価償却累計額 -254,713,237

        建設仮勘定 65,951,086

      物品 838,739,031

      物品減価償却累計額 -673,402,663

    無形固定資産 429,195,393

      ソフトウェア 449,456

      その他 428,745,937

    投資その他の資産 2,004,794,879

      投資及び出資金 7,256,700

        有価証券 253,000

        出資金 7,003,700

        その他 -

      長期延滞債権 104,782,603

      長期貸付金 -

      基金 1,894,611,047

        減債基金 -

        その他 1,894,611,047

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,855,471

  流動資産 1,841,024,470

    現金預金 592,100,346

    未収金 11,312,290

    短期貸付金 -

    基金 1,186,651,804

      財政調整基金 1,098,748,300

      減債基金 87,903,504

    棚卸資産 51,150,758

    その他 -

    徴収不能引当金 -190,728

  繰延資産 - 純資産合計 14,934,269,547

資産合計 20,166,611,431 負債及び純資産合計 20,166,611,431

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 3,736

    その他 50,108,652

純行政コスト 5,170,315,707

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 50,112,388

  臨時損失 556,717

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 556,717

    使用料及び手数料 152,164,651

    その他 46,290,082

純経常行政コスト 5,219,871,378

      社会保障給付 226,776,192

      その他 3,593,789

  経常収益 198,454,733

        その他 75,370,654

    移転費用 2,328,680,667

      補助金等 2,098,310,686

      その他の業務費用 121,517,407

        支払利息 44,434,195

        徴収不能引当金繰入額 1,712,558

        維持補修費 304,676,113

        減価償却費 751,337,061

        その他 -

        その他 40,117,871

      物件費等 2,264,033,855

        物件費 1,208,020,681

        職員給与費 613,226,066

        賞与等引当金繰入額 50,750,245

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,418,326,111

    業務費用 3,089,645,444

      人件費 704,094,182

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 15,902,088,932 20,154,064,143 -4,251,975,211 -

  純行政コスト（△） -5,170,315,707 -5,170,315,707 -

  財源 4,838,810,756 4,838,810,756 -

    税収等 2,284,419,365 2,284,419,365 -

    国県等補助金 2,554,391,391 2,554,391,391 -

  本年度差額 -331,504,951 -331,504,951 -

  固定資産等の変動（内部変動） -15,795,387 15,795,387

    有形固定資産等の増加 830,562,811 -830,562,811

    有形固定資産等の減少 -780,468,116 780,468,116

    貸付金・基金等の増加 106,360,963 -106,360,963

    貸付金・基金等の減少 -172,251,045 172,251,045

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 30,460,914 30,460,914

  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 -11,710,675 -1,426,232 -10,284,443 -

  その他 -655,064,673 -655,064,673 -

  本年度純資産変動額 -967,819,385 -641,825,378 -325,994,007 -

本年度末純資産残高 14,934,269,547 19,512,238,765 -4,577,969,218 -

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 198,389,895

本年度歳計外現金増減額 -96,924,120

本年度末歳計外現金残高 101,465,775

本年度末現金預金残高 592,100,346

財務活動収支 363,833,888

本年度資金収支額 -37,064,603

前年度末資金残高 528,983,132

比例連結割合変更に伴う差額 -1,283,958

本年度末資金残高 490,634,571

    地方債等償還支出 418,828,624

    その他の支出 -

  財務活動収入 782,662,512

    地方債等発行収入 782,662,512

    その他の収入 -

    資産売却収入 12,416,736

    その他の収入 -

投資活動収支 -600,808,779

【財務活動収支】

  財務活動支出 418,828,624

    その他の支出 -

  投資活動収入 305,666,230

    国県等補助金収入 147,359,000

    基金取崩収入 142,890,494

    貸付金元金回収収入 3,000,000

  投資活動支出 906,475,009

    公共施設等整備費支出 817,549,165

    基金積立金支出 85,925,844

    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 1,190,793,420

業務活動収支 199,910,288

【投資活動収支】

    税収等収入 2,276,305,351

    国県等補助金収入 1,206,211,872

    使用料及び手数料収入 151,544,762

    その他の収入 31,870,708

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,349,737,982

      補助金等支出 2,111,245,186

      社会保障給付支出 233,713,803

      その他の支出 4,778,993

  業務収入 3,665,932,693

    業務費用支出 2,307,077,843

      人件費支出 701,391,499

      物件費等支出 1,513,017,805

      支払利息支出 44,434,195

      その他の支出 48,234,344

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 4,656,815,825


