
【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 14,708,505,697   固定負債 4,607,483,153

    有形固定資産 13,029,687,771     地方債等 3,091,946,903

      事業用資産 7,204,085,213     長期未払金 70,020,948

        土地 1,413,777,022     退職手当引当金 889,909,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,506,362,704     その他 555,606,302

        建物減価償却累計額 -5,302,685,238   流動負債 456,599,132

        工作物 925,019,244     １年内償還予定地方債等 312,418,878

        工作物減価償却累計額 -359,848,519     未払金 15,357,345

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 555,419

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 49,332,647

        航空機 -     預り金 20,210,365

        航空機減価償却累計額 -     その他 58,724,478

        その他 - 負債合計 5,064,082,285

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460,000   固定資産等形成分 15,535,837,823

      インフラ資産 5,673,663,842   余剰分（不足分） -4,621,927,519

        土地 171,907,683   他団体出資等分 -

        建物 379,225,490

        建物減価償却累計額 -256,050,664

        工作物 12,741,680,251

        工作物減価償却累計額 -7,552,515,194

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 189,416,276

      物品 514,445,236

      物品減価償却累計額 -362,506,520

    無形固定資産 18,796,168

      ソフトウェア 18,796,128

      その他 40

    投資その他の資産 1,660,021,758

      投資及び出資金 500,722,000

        有価証券 -

        出資金 500,722,000

        その他 -

      長期延滞債権 72,177,828

      長期貸付金 -

      基金 1,089,529,193

        減債基金 28,500,990

        その他 1,061,028,203

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,407,263

  流動資産 1,269,486,892

    現金預金 223,338,653

    未収金 222,507,418

    短期貸付金 -

    基金 827,332,126

      財政調整基金 827,332,126

      減債基金 -

    棚卸資産 407,700

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,099,005

  繰延資産 - 純資産合計 10,913,910,304

資産合計 15,977,992,589 負債及び純資産合計 15,977,992,589

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）

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

  経常費用 6,038,375,069

    業務費用 2,432,362,723

      人件費 850,253,876

        職員給与費 720,404,830

        賞与等引当金繰入額 49,332,647

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 80,516,399

      物件費等 1,538,656,199

        物件費 847,137,196

        維持補修費 57,689,990

        減価償却費 633,829,013

        その他 -

      その他の業務費用 43,452,648

        支払利息 20,308,057

        徴収不能引当金繰入額 6,506,266

        その他 16,638,325

    移転費用 3,606,012,346

      補助金等 3,287,656,206

      社会保障給付 300,901,618

      その他 17,454,522

  経常収益 313,212,982

    使用料及び手数料 149,310,409

    その他 163,902,573

純経常行政コスト 5,725,162,087

  臨時損失 1

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 7,830,331

    資産売却益 7,830,331

    その他 -

純行政コスト 5,717,331,757



【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 10,938,076,109 15,826,718,956 -4,888,642,847 -

  純行政コスト（△） -5,717,331,757 -5,717,331,757 -

  財源 5,778,543,291 5,778,543,291 -

    税収等 3,092,868,918 3,092,868,918 -

    国県等補助金 2,685,674,373 2,685,674,373 -

  本年度差額 61,211,534 61,211,534 -

  固定資産等の変動（内部変動） -290,882,087 290,882,087

    有形固定資産等の増加 377,192,440 -377,192,440

    有形固定資産等の減少 -633,829,015 633,829,015

    貸付金・基金等の増加 359,315,423 -359,315,423

    貸付金・基金等の減少 -393,560,935 393,560,935

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 954 954

  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 -85,378,293 - -85,378,293

  本年度純資産変動額 -24,165,805 -290,881,133 266,715,328 -

本年度末純資産残高 10,913,910,304 15,535,837,823 -4,621,927,519 -

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）

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 5,394,778,229

    業務費用支出 1,788,765,883

      人件費支出 848,872,373

      物件費等支出 904,827,186

      支払利息支出 20,308,057

      その他の支出 14,758,267

    移転費用支出 3,606,012,346

      補助金等支出 3,287,656,206

      社会保障給付支出 300,901,618

      その他の支出 17,454,522

  業務収入 4,779,357,113

    税収等収入 3,087,974,178

    国県等補助金収入 1,413,521,897

    使用料及び手数料収入 149,192,739

    その他の収入 128,668,299

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 1,055,447,584

業務活動収支 440,026,468

【投資活動収支】

  投資活動支出 554,428,398

    公共施設等整備費支出 372,803,440

    基金積立金支出 181,624,958

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 284,687,754

    国県等補助金収入 124,065,422

    基金取崩収入 152,792,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 7,830,332

    その他の収入 -

投資活動収支 -269,740,644

【財務活動収支】

  財務活動支出 358,194,941

    地方債等償還支出 302,355,088

    その他の支出 55,839,853

  財務活動収入 221,500,000

    地方債等発行収入 221,500,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 20,099,862

本年度歳計外現金増減額 665,922

本年度末歳計外現金残高 20,765,784

本年度末現金預金残高 223,338,653

財務活動収支 -136,694,941

本年度資金収支額 33,590,883

前年度末資金残高 168,981,986

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 202,572,869


