
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 21,840,429,843   固定負債 8,558,338,402

    有形固定資産 19,448,937,205     地方債等 6,037,489,863

      事業用資産 5,346,535,371     長期未払金 141

        土地 1,513,914,621     退職手当引当金 1,361,058,571

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 13,331,751     その他 1,159,789,827

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 992,462,951

        建物 8,254,193,994     １年内償還予定地方債等 672,038,622

        建物減価償却累計額 -4,634,977,491     未払金 199,821,342

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 440,278,457     前受金 3,776,120

        工作物減価償却累計額 -266,248,829     前受収益 94,125

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 90,611,310

        船舶 -     預り金 21,301,123

        船舶減価償却累計額 -     その他 4,820,309

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,550,801,353

        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 23,132,781,267

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -7,898,431,264

        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 48,981,042

        その他減価償却累計額 -28,437,646

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,499,472

      インフラ資産 13,578,622,826

        土地 593,611,100

        土地減損損失累計額 -

        建物 400,555,351

        建物減価償却累計額 -267,780,154

        建物減損損失累計額 -

        工作物 35,040,016,170

        工作物減価償却累計額 -22,361,280,835

        工作物減損損失累計額 -

        その他 544,374

        その他減価償却累計額 -54,437

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 173,011,257

      物品 2,315,698,589

      物品減価償却累計額 -1,791,919,581

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,079,522,585

      ソフトウェア 11,530,480

      その他 1,067,992,105

    投資その他の資産 1,311,970,053

      投資及び出資金 55,537,159

        有価証券 45,500,000

        出資金 10,037,159

        その他 -

      長期延滞債権 83,697,884

      長期貸付金 7,460,307

      基金 1,171,245,629

        減債基金 29,901,000

        その他 1,141,344,629

      その他 4,453,074

      徴収不能引当金 -10,424,000

  流動資産 2,944,721,513

    現金預金 1,177,673,070

    未収金 467,985,083

    短期貸付金 216,432

    基金 1,292,134,992

      財政調整基金 1,292,134,992

      減債基金 -

    棚卸資産 8,306,457

    その他 362,874

    徴収不能引当金 -1,957,395

  繰延資産 - 純資産合計 15,234,350,003

資産合計 24,785,151,356 負債及び純資産合計 24,785,151,356

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）

    資産売却益 70,875

    その他 54,969,479

純行政コスト 8,848,909,386

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 70,060,818

  臨時利益 55,040,354

  臨時損失 373,707,664

    災害復旧事業費 302,103,450

    資産除売却損 1,543,396

    使用料及び手数料 1,313,067,938

    その他 143,142,583

純経常行政コスト 8,530,242,076

      社会保障給付 290,947,216

      その他 36,548,067

  経常収益 1,456,210,521

        その他 76,081,944

    移転費用 5,322,315,973

      補助金等 4,994,820,690

      その他の業務費用 153,839,528

        支払利息 77,322,119

        徴収不能引当金繰入額 435,465

        維持補修費 148,588,618

        減価償却費 1,119,848,896

        その他 1,515,052

        その他 122,876,221

      物件費等 3,257,647,550

        物件費 1,987,694,984

        職員給与費 1,037,483,553

        賞与等引当金繰入額 88,346,448

        退職手当引当金繰入額 3,943,324

  経常費用 9,986,452,597

    業務費用 4,664,136,624

      人件費 1,252,649,546

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

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 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 15,403,120,895 23,679,009,626 -8,275,888,731 -

  純行政コスト（△） -8,848,909,386 -8,848,909,386 -

  財源 8,775,252,152 8,775,252,152 -

    税収等 5,145,400,021 5,145,400,021 -

    国県等補助金 3,629,852,131 3,629,852,131 -

  本年度差額 -73,657,234 -73,657,234 -

  固定資産等の変動（内部変動） -440,183,786 440,183,786

    有形固定資産等の増加 541,480,350 -541,480,350

    有形固定資産等の減少 -1,152,439,050 1,152,439,050

    貸付金・基金等の増加 575,197,624 -575,197,624

    貸付金・基金等の減少 -404,422,710 404,422,710

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -59,099,947 -59,099,947

  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 -38,970,228 -47,513,254 8,543,026 -

  その他 2,956,517 568,628 2,387,889

  本年度純資産変動額 -168,770,892 -546,228,359 377,457,467 -

本年度末純資産残高 15,234,350,003 23,132,781,267 -7,898,431,264 -

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



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 20,949,125

本年度歳計外現金増減額 -519,084

本年度末歳計外現金残高 20,430,041

本年度末現金預金残高 1,177,673,070

財務活動収支 -285,390,730

本年度資金収支額 7,697,569

前年度末資金残高 1,152,016,939

比例連結割合変更に伴う差額 -2,471,479

本年度末資金残高 1,157,243,029

    地方債等償還支出 659,418,458

    その他の支出 373,643

  財務活動収入 374,401,371

    地方債等発行収入 374,401,371

    その他の収入 -

    資産売却収入 70,875

    その他の収入 9,415,738

投資活動収支 -613,312,177

【財務活動収支】

  財務活動支出 659,792,101

    その他の支出 -

  投資活動収入 538,340,107

    国県等補助金収入 126,353,692

    基金取崩収入 400,558,432

    貸付金元金回収収入 1,941,370

  投資活動支出 1,151,652,284

    公共施設等整備費支出 603,362,491

    基金積立金支出 548,229,433

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 60,360

    災害復旧事業費支出 302,103,450

    その他の支出 70,060,818

  臨時収入 199,185,240

業務活動収支 906,400,476

【投資活動収支】

    税収等収入 5,104,241,897

    国県等補助金収入 3,321,287,762

    使用料及び手数料収入 1,317,237,735

    その他の収入 140,689,595

  臨時支出 372,164,268

    移転費用支出 5,348,255,929

      補助金等支出 5,020,760,646

      社会保障給付支出 290,947,216

      その他の支出 36,548,067

  業務収入 9,883,456,989

    業務費用支出 3,455,821,556

      人件費支出 1,244,444,599

      物件費等支出 2,142,042,221

      支払利息支出 77,322,119

      その他の支出 -7,987,383

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,804,077,485


