
【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 16,827,153,972   固定負債 5,432,420,201

    有形固定資産 14,729,582,659     地方債等 3,381,076,374

      事業用資産 8,087,825,391     長期未払金 70,021,062

        土地 1,501,735,614     退職手当引当金 1,019,173,445

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,994,212,752     その他 962,149,320

        建物減価償却累計額 -6,044,214,013   流動負債 595,453,557

        工作物 987,664,440     １年内償還予定地方債等 354,413,464

        工作物減価償却累計額 -392,226,912     未払金 85,704,862

        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 157,659

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 60,489,211

        航空機 -     預り金 31,816,734

        航空機減価償却累計額 -     その他 62,316,208

        その他 44,851,106 負債合計 6,027,873,758

        その他減価償却累計額 -26,039,868 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,842,272   固定資産等形成分 17,659,005,084

      インフラ資産 6,225,795,109   余剰分（不足分） -5,289,123,632

        土地 263,394,497   他団体出資等分 4,022,157

        建物 535,764,089

        建物減価償却累計額 -354,645,117

        工作物 13,488,747,579

        工作物減価償却累計額 -7,984,876,782

        その他 498,474

        その他減価償却累計額 -49,847

        建設仮勘定 276,962,216

      物品 1,361,015,811

      物品減価償却累計額 -945,053,652

    無形固定資産 831,488,321

      ソフトウェア 18,796,129

      その他 812,692,192

    投資その他の資産 1,266,082,992

      投資及び出資金 34,332,869

        有価証券 25,800,000

        出資金 8,532,869

        その他 -

      長期延滞債権 72,265,509

      長期貸付金 1,622,063

      基金 1,158,242,700

        減債基金 28,500,990

        その他 1,129,741,710

      その他 2,027,114

      徴収不能引当金 -2,407,263

  流動資産 1,574,623,395

    現金預金 494,576,328

    未収金 250,019,081

    短期貸付金 199,435

    基金 831,651,677

      財政調整基金 831,651,677

      減債基金 -

    棚卸資産 1,147,591

    その他 1,128,288

    徴収不能引当金 -4,099,005

  繰延資産 - 純資産合計 12,373,903,609

資産合計 18,401,777,367 負債及び純資産合計 18,401,777,367

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）

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 7,074,608,728

    業務費用 3,018,389,615

      人件費 1,034,660,579

        職員給与費 887,650,110

        賞与等引当金繰入額 60,223,872

        退職手当引当金繰入額 75,392

        その他 86,711,205

      物件費等 1,892,259,665

        物件費 1,046,103,307

        維持補修費 89,603,114

        減価償却費 756,541,890

        その他 11,354

      その他の業務費用 91,469,371

        支払利息 24,194,831

        徴収不能引当金繰入額 6,506,266

        その他 60,768,274

    移転費用 4,056,219,113

      補助金等 3,735,017,168

      社会保障給付 302,333,238

      その他 18,868,707

  経常収益 598,202,948

    使用料及び手数料 336,779,678

    その他 261,423,270

純経常行政コスト 6,476,405,780

  臨時損失 50,746,477

    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 50,746,476

  臨時利益 14,338,356

    資産売却益 7,830,331

    その他 6,508,025

純行政コスト 6,512,813,901



【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 12,342,628,914 17,882,298,795 -5,543,692,038 4,022,157

  純行政コスト（△） -6,512,813,901 -6,512,813,901 -

  財源 6,574,617,494 6,574,617,494 -

    税収等 3,495,911,760 3,495,911,760 -

    国県等補助金 3,078,705,734 3,078,705,734 -

  本年度差額 61,803,593 61,803,593 -

  固定資産等の変動（内部変動） -319,502,333 319,502,333

    有形固定資産等の増加 467,079,769 -467,079,769

    有形固定資産等の減少 -778,822,018 778,822,018

    貸付金・基金等の増加 390,444,550 -390,444,550

    貸付金・基金等の減少 -398,204,634 398,204,634

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -201,483 -201,483

  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 57,724,348 96,588,349 -38,864,001 -

  その他 -88,051,763 -178,244 -87,873,519

  本年度純資産変動額 31,274,695 -223,293,711 254,568,406 -

本年度末純資産残高 12,373,903,609 17,659,005,084 -5,289,123,632 4,022,157

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）

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 6,361,260,977

    業務費用支出 2,279,746,569

      人件費支出 1,028,912,865

      物件費等支出 1,174,514,680

      支払利息支出 24,194,831

      その他の支出 52,124,193

    移転費用支出 4,081,514,408

      補助金等支出 3,757,546,049

      社会保障給付支出 302,333,238

      その他の支出 21,635,121

  業務収入 5,849,384,910

    税収等収入 3,474,867,411

    国県等補助金収入 1,786,958,853

    使用料及び手数料収入 341,462,804

    その他の収入 246,095,842

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 1,055,867,094

業務活動収支 543,991,027

【投資活動収支】

  投資活動支出 710,846,301

    公共施設等整備費支出 498,677,606

    基金積立金支出 197,757,075

    投資及び出資金支出 14,411,620

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 307,834,744

    国県等補助金収入 143,510,583

    基金取崩収入 155,583,012

    貸付金元金回収収入 146,817

    資産売却収入 8,594,332

    その他の収入 -

投資活動収支 -403,011,557

【財務活動収支】

  財務活動支出 445,933,359

    地方債等償還支出 387,291,209

    その他の支出 58,642,150

  財務活動収入 250,273,073

    地方債等発行収入 250,273,073

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 29,630,423

本年度歳計外現金増減額 1,733,777

本年度末歳計外現金残高 31,364,200

本年度末現金預金残高 494,576,328

財務活動収支 -195,660,286

本年度資金収支額 -54,680,816

前年度末資金残高 514,641,705

比例連結割合変更に伴う差額 3,251,239

本年度末資金残高 463,212,128


