
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 299,574,556,109   固定負債 69,908,625,764

    有形固定資産 277,978,806,614     地方債等 37,806,397,745

      事業用資産 91,052,358,802     長期未払金 -

        土地 48,908,068,814     退職手当引当金 6,807,665,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 130,392,135,271     その他 25,294,563,019

        建物減価償却累計額 -92,983,935,625   流動負債 9,589,065,814

        工作物 3,787,920,611     １年内償還予定地方債等 6,890,768,143

        工作物減価償却累計額 -2,273,302,293     未払金 1,138,087,666

        船舶 -     未払費用 -

        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 524,459,928

        航空機 -     預り金 499,215,633

        航空機減価償却累計額 -     その他 431,536,664

        その他 629,167,326 負債合計 79,497,691,578

        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 310,567,767,842

      インフラ資産 183,281,792,167   余剰分（不足分） -69,201,969,565

        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 10,582,889,743

      物品減価償却累計額 -6,938,234,098

    無形固定資産 3,244,472,570

      ソフトウェア 205,050,694

      その他 3,039,421,876

    投資その他の資産 18,351,276,925

      投資及び出資金 506,873,322

        有価証券 -

        出資金 506,873,322

        その他 -

      長期延滞債権 661,660,371

      長期貸付金 3,226,000

      基金 17,302,799,928

        減債基金 5,416,935,918

        その他 11,885,864,010

      その他 -

      徴収不能引当金 -123,282,696

  流動資産 21,288,933,746

    現金預金 9,186,827,334

    未収金 1,038,198,805

    短期貸付金 2,142,000

    基金 10,991,069,733

      財政調整基金 10,991,069,733

      減債基金 -

    棚卸資産 27,270,242

    その他 47,059,073

    徴収不能引当金 -3,633,441

  繰延資産 - 純資産合計 241,365,798,277

資産合計 320,863,489,855 負債及び純資産合計 320,863,489,855

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 9,200,200

    その他 60,887,665

純行政コスト 84,431,046,392

    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 3,730,271,166

    その他 1,258,591,599

純経常行政コスト 84,447,861,778

      社会保障給付 28,818,254,873

      その他 13,405,769

  経常収益 4,988,862,765

        その他 639,607,710

    移転費用 56,449,091,085

      補助金等 27,617,430,443

      その他の業務費用 1,157,582,573

        支払利息 391,080,361

        徴収不能引当金繰入額 126,894,502

        維持補修費 1,314,667,299

        減価償却費 10,578,354,948

        その他 -

        その他 1,454,710,480

      物件費等 23,107,497,872

        物件費 11,214,475,625

        職員給与費 6,310,471,030

        賞与等引当金繰入額 523,437,928

        退職手当引当金繰入額 433,933,575

  経常費用 89,436,724,543

    業務費用 32,987,633,458

      人件費 8,722,553,013

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：全体会計 （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 249,690,847,688 300,614,928,689 -50,924,081,001 -

  純行政コスト（△） -84,431,046,392 -84,431,046,392 -

  財源 84,145,585,448 84,145,585,448 -

    税収等 41,173,936,215 41,173,936,215 -

    国県等補助金 42,971,649,233 42,971,649,233 -

  本年度差額 -285,460,944 -285,460,944 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,721,282,217 2,721,282,217

    有形固定資産等の増加 10,354,553,732 -10,354,553,732

    有形固定資産等の減少 -10,890,120,845 10,890,120,845

    貸付金・基金等の増加 5,776,388,490 -5,776,388,490

    貸付金・基金等の減少 -7,962,103,594 7,962,103,594

  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 - - - -

  その他 -8,069,204,987 12,644,504,850 -20,713,709,837

  本年度純資産変動額 -8,325,049,411 9,952,839,153 -18,277,888,564 -

本年度末純資産残高 241,365,798,277 310,567,767,842 -69,201,969,565 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 481,683,708

本年度歳計外現金増減額 17,531,925

本年度末歳計外現金残高 499,215,633

本年度末現金預金残高 9,186,827,334

財務活動収支 -2,000,546,547

本年度資金収支額 518,947,940

前年度末資金残高 8,168,663,761

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,687,611,701

    地方債等償還支出 8,518,483,371

    その他の支出 135,223,176

  財務活動収入 6,653,160,000

    地方債等発行収入 6,653,160,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 32,112,680

    その他の収入 437,928,584

投資活動収支 -5,549,336,115

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,653,706,547

    その他の支出 -

  投資活動収入 10,002,262,720

    国県等補助金収入 2,081,345,083

    基金取崩収入 7,108,734,373

    貸付金元金回収収入 342,142,000

  投資活動支出 15,551,598,835

    公共施設等整備費支出 10,313,588,020

    基金積立金支出 4,898,010,815

    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 8,068,830,602

【投資活動収支】

    税収等収入 40,454,291,464

    国県等補助金収入 41,283,581,362

    使用料及び手数料収入 3,727,086,645

    その他の収入 1,229,962,290

  臨時支出 17,761,588

    移転費用支出 56,269,424,836

      補助金等支出 27,437,764,194

      社会保障給付支出 28,818,254,873

      その他の支出 13,405,769

  業務収入 86,694,921,761

    業務費用支出 22,399,792,400

      人件費支出 8,762,827,143

      物件費等支出 12,682,676,198

      支払利息支出 391,080,361

      その他の支出 563,208,698

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 78,669,217,236


