
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 299,807,977,954   固定負債 70,009,379,845

    有形固定資産 277,984,645,067     地方債等 37,806,397,745

      事業用資産 91,052,870,094     長期未払金 -

        土地 48,908,068,814     退職手当引当金 6,908,419,081

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 130,395,279,697     その他 25,294,563,019

        建物減価償却累計額 -92,986,568,759   流動負債 12,667,078,297

        工作物 3,787,920,611     １年内償還予定地方債等 8,691,768,143

        工作物減価償却累計額 -2,273,302,293     未払金 2,361,867,514

        船舶 -     未払費用 40,437,438

        船舶減価償却累計額 -     前受金 104,997,780

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 526,081,746

        航空機 -     預り金 505,233,994

        航空機減価償却累計額 -     その他 436,691,682

        その他 629,167,326 負債合計 82,676,458,142

        その他減価償却累計額 -601,831,372 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,194,136,070   固定資産等形成分 310,804,820,874

      インフラ資産 183,281,792,167   余剰分（不足分） -67,688,147,004

        土地 47,329,312,239   他団体出資等分 -

        建物 2,280,257,700

        建物減価償却累計額 -1,325,738,248

        工作物 313,640,774,219

        工作物減価償却累計額 -179,285,787,096

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 642,973,353

      物品 10,639,017,083

      物品減価償却累計額 -6,989,034,277

    無形固定資産 3,244,575,068

      ソフトウェア 205,149,192

      その他 3,039,425,876

    投資その他の資産 18,578,757,819

      投資及び出資金 486,873,322

        有価証券 -

        出資金 486,873,322

        その他 -

      長期延滞債権 662,252,920

      長期貸付金 3,226,000

      基金 17,366,987,949

        減債基金 5,416,935,918

        その他 11,950,052,031

      その他 182,756,541

      徴収不能引当金 -123,338,913

  流動資産 25,985,154,058

    現金預金 10,689,410,555

    未収金 1,115,068,615

    短期貸付金 2,142,000

    基金 10,994,700,920

      財政調整基金 10,994,700,920

      減債基金 -

    棚卸資産 3,139,821,548

    その他 47,658,510

    徴収不能引当金 -3,648,090

  繰延資産 - 純資産合計 243,116,673,870

資産合計 325,793,132,012 負債及び純資産合計 325,793,132,012

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 9,200,200

    その他 60,887,665

純行政コスト 97,043,404,204

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,761,588

  臨時利益 70,087,865

  臨時損失 53,272,479

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 35,510,891

    使用料及び手数料 3,731,251,110

    その他 2,423,071,445

純経常行政コスト 97,060,219,590

      社会保障給付 44,370,850,375

      その他 37,465,571

  経常収益 6,154,322,555

        その他 910,385,487

    移転費用 68,651,085,788

      補助金等 24,242,769,842

      その他の業務費用 1,428,473,974

        支払利息 391,080,361

        徴収不能引当金繰入額 127,008,126

        維持補修費 1,337,938,275

        減価償却費 10,582,014,598

        その他 57,094,025

        その他 1,658,459,729

      物件費等 23,732,763,669

        物件費 11,755,716,771

        職員給与費 6,780,789,106

        賞与等引当金繰入額 528,838,503

        退職手当引当金繰入額 434,131,376

  経常費用 103,214,542,145

    業務費用 34,563,456,357

      人件費 9,402,218,714

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】

会計：連結会計 （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 250,871,196,260 300,842,310,479 -49,971,114,219 -

  純行政コスト（△） -97,043,404,204 -97,043,404,204 -

  財源 97,322,254,007 97,322,254,007 -

    税収等 47,358,417,983 47,358,417,983 -

    国県等補助金 49,963,836,024 49,963,836,024 -

  本年度差額 278,849,803 278,849,803 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,711,653,655 2,711,653,655

    有形固定資産等の増加 10,356,321,294 -10,356,321,294

    有形固定資産等の減少 -10,893,780,495 10,893,780,495

    貸付金・基金等の増加 5,796,198,368 -5,796,198,368

    貸付金・基金等の減少 -7,970,392,822 7,970,392,822

  資産評価差額 34,716,520 34,716,520

  無償所管換等 -5,100,000 -5,100,000

  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 5,510,443 -663,151 6,173,594 -

  その他 -8,068,499,156 12,645,210,681 -20,713,709,837

  本年度純資産変動額 -7,754,522,390 9,962,510,395 -17,717,032,785 -

本年度末純資産残高 243,116,673,870 310,804,820,874 -67,688,147,004 -

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】

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 481,690,924

本年度歳計外現金増減額 17,533,390

本年度末歳計外現金残高 499,224,314

本年度末現金預金残高 10,689,410,555

財務活動収支 -1,656,546,547

本年度資金収支額 1,299,080,880

前年度末資金残高 8,884,980,050

比例連結割合変更に伴う差額 6,125,311

本年度末資金残高 10,190,186,241

    地方債等償還支出 10,098,483,371

    その他の支出 135,223,176

  財務活動収入 8,577,160,000

    地方債等発行収入 8,577,160,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 32,112,680

    その他の収入 439,480,049

投資活動収支 -5,562,723,760

【財務活動収支】

  財務活動支出 10,233,706,547

    その他の支出 11,393,604

  投資活動収入 10,010,268,225

    国県等補助金収入 2,081,345,083

    基金取崩収入 7,115,188,413

    貸付金元金回収収入 342,142,000

  投資活動支出 15,572,991,985

    公共施設等整備費支出 10,315,355,582

    基金積立金支出 4,906,242,799

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 340,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 17,761,588

  臨時収入 60,887,665

業務活動収支 8,518,351,187

【投資活動収支】

    税収等収入 46,638,773,232

    国県等補助金収入 48,275,768,153

    使用料及び手数料収入 3,728,066,589

    その他の収入 2,364,492,605

  臨時支出 17,761,588

    移転費用支出 68,469,287,889

      補助金等支出 24,063,103,593

      社会保障給付支出 44,370,850,375

      その他の支出 35,333,921

  業務収入 101,007,100,579

    業務費用支出 24,062,587,580

      人件費支出 9,437,676,763

      物件費等支出 13,401,539,503

      支払利息支出 391,080,361

      その他の支出 832,290,953

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 92,531,875,469


