
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 34,982,636,375   固定負債 17,465,692,406

    有形固定資産 31,316,554,599     地方債等 11,936,326,765

      事業用資産 10,961,751,810     長期未払金 -

        土地 5,277,958,914     退職手当引当金 1,159,394,526

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 10,598,000

        建物 16,222,824,964     その他 4,359,373,115

        建物減価償却累計額 -11,433,186,775   流動負債 1,425,359,615

        工作物 2,441,297,786     １年内償還予定地方債等 1,102,780,867

        工作物減価償却累計額 -1,569,055,479     未払金 128,792,046

        船舶 -     未払費用 5,457

        船舶減価償却累計額 -     前受金 180,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 106,925,599

        航空機 -     預り金 82,689,011

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,986,635

        その他 - 負債合計 18,891,052,021

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,912,400   固定資産等形成分 35,923,784,032

      インフラ資産 20,178,735,939   余剰分（不足分） -17,392,189,146

        土地 2,236,741,507   他団体出資等分 -

        建物 749,678,892

        建物減価償却累計額 -115,221,769

        工作物 34,716,604,664

        工作物減価償却累計額 -18,304,793,385

        その他 1,032,076,244

        その他減価償却累計額 -452,228,411

        建設仮勘定 315,878,197

      物品 593,387,064

      物品減価償却累計額 -417,320,214

    無形固定資産 984,921,433

      ソフトウェア 3,449,096

      その他 981,472,337

    投資その他の資産 2,681,160,343

      投資及び出資金 19,934,000

        有価証券 -

        出資金 18,934,000

        その他 1,000,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 151,714,159

      長期貸付金 537,000

      基金 2,468,473,768

        減債基金 113,210,650

        その他 2,355,263,118

      その他 54,809,961

      徴収不能引当金 -14,308,545

  流動資産 2,440,010,532

    現金預金 1,354,593,051

    未収金 149,831,623

    短期貸付金 -

    基金 941,147,657

      財政調整基金 941,147,657

      減債基金 -

    棚卸資産 894,220

    その他 455,545

    徴収不能引当金 -6,911,564

  繰延資産 - 純資産合計 18,531,594,886

資産合計 37,422,646,907 負債及び純資産合計 37,422,646,907

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 4,441,874

純行政コスト 17,551,207,213

    その他 4,274,361

  臨時利益 4,646,269

    資産売却益 204,395

    資産除売却損 6,892,144

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 17,544,686,977

  臨時損失 11,166,505

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,113,974,175

    使用料及び手数料 582,991,222

    その他 530,982,953

      社会保障給付 1,072,139,599

      他会計への繰出金 -

      その他 5,362,747

        その他 316,701,265

    移転費用 12,301,623,933

      補助金等 11,224,121,587

      その他の業務費用 440,560,219

        支払利息 108,729,032

        徴収不能引当金繰入額 15,129,922

        維持補修費 164,324,714

        減価償却費 1,420,479,959

        その他 9,992,616

        その他 605,402,201

      物件費等 4,169,138,897

        物件費 2,574,341,608

        職員給与費 1,031,749,113

        賞与等引当金繰入額 102,826,426

        退職手当引当金繰入額 7,360,363

  経常費用 18,658,661,152

    業務費用 6,357,037,219

      人件費 1,747,338,103

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】

（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 18,770,660,196 36,385,740,716 -17,615,080,520 -

  純行政コスト（△） -17,551,207,213 -17,551,207,213 -

  財源 17,196,858,705 17,196,858,705 -

    税収等 8,683,838,071 8,683,838,071 -

    国県等補助金 8,513,020,634 8,513,020,634 -

  本年度差額 -354,348,508 -354,348,508 -

  固定資産等の変動（内部変動） -611,902,822 611,902,822

    有形固定資産等の増加 1,148,670,976 -1,148,670,976

    有形固定資産等の減少 -2,064,116,616 2,064,116,616

    貸付金・基金等の増加 802,078,646 -802,078,646

    貸付金・基金等の減少 -498,535,828 498,535,828

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 40,083,493 40,083,493

  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 74,779,049 127,628,786 -52,849,737 -

  その他 420,656 -17,766,141 18,186,797

  本年度純資産変動額 -239,065,310 -461,956,684 222,891,374 -

本年度末純資産残高 18,531,594,886 35,923,784,032 -17,392,189,146 -

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】

（単位：円）

本年度末資金残高 1,272,646,677

前年度末歳計外現金残高 79,724,461

本年度歳計外現金増減額 2,221,913

本年度末歳計外現金残高 81,946,374

本年度末現金預金残高 1,354,593,051

    その他の収入 -

財務活動収支 -16,298,545

本年度資金収支額 153,032,182

前年度末資金残高 1,114,911,182

比例連結割合変更に伴う差額 4,703,313

  財務活動支出 1,018,245,458

    地方債等償還支出 1,007,991,322

    その他の支出 10,254,136

  財務活動収入 1,001,946,913

    地方債等発行収入 1,001,946,913

    貸付金元金回収収入 20,422,510

    資産売却収入 203,949

    その他の収入 -

投資活動収支 -541,067,099

【財務活動収支】

    貸付金支出 20,392,010

    その他の支出 -

  投資活動収入 519,252,023

    国県等補助金収入 246,244,057

    基金取崩収入 252,381,507

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,060,319,122

    公共施設等整備費支出 874,325,774

    基金積立金支出 165,601,338

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,274,361

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,274,361

  臨時収入 284,551

業務活動収支 710,397,826

  業務収入 18,089,551,377

    税収等収入 8,669,893,795

    国県等補助金収入 8,396,006,322

    使用料及び手数料収入 751,113,720

    その他の収入 272,537,540

    移転費用支出 12,303,604,575

      補助金等支出 11,224,857,287

      社会保障給付支出 1,072,139,599

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 6,607,689

    業務費用支出 5,071,559,166

      人件費支出 1,653,878,859

      物件費等支出 2,996,262,976

      支払利息支出 108,728,795

      その他の支出 312,688,536

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 17,375,163,741


