
【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 12,294,096,627   固定負債 4,658,171,220

    有形固定資産 9,813,465,187     地方債等 4,425,996,558

      事業用資産 5,680,392,979     長期未払金 -

        土地 1,017,649,433     退職手当引当金 136,565,662

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 95,609,000

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,013,616,350

        建物 17,793,429,189     １年内償還予定地方債等 892,636,121

        建物減価償却累計額 -13,323,231,831     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 223,964,246     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -31,418,058     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 63,057,848

        船舶 -     預り金 57,922,381

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,671,787,570

        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 13,341,467,627

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,144,961,477

        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 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 4,045,817,916

        土地 972,738,034

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,609,000

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 12,560,742,975

        工作物減価償却累計額 -9,533,051,393

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 40,779,300

      物品 572,393,686

      物品減価償却累計額 -485,139,394

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,624,295

      ソフトウェア 6,624,295

      その他 -

    投資その他の資産 2,474,007,145

      投資及び出資金 107,514,097

        有価証券 95,983,097

        出資金 11,531,000

        その他 -

      長期延滞債権 85,067,551

      長期貸付金 -

      基金 2,282,782,145

        減債基金 -

        その他 2,282,782,145

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,356,648

  流動資産 1,574,197,093

    現金預金 515,061,141

    未収金 11,999,815

    短期貸付金 -

    基金 1,047,371,000

      財政調整基金 1,001,731,000

      減債基金 45,640,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -234,863

  繰延資産 - 純資産合計 8,196,506,150

資産合計 13,868,293,720 負債及び純資産合計 13,868,293,720

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 2,374,425

    その他 -

純行政コスト 7,888,319,980

    損失補償等引当金繰入額 10,637,000

    その他 -

  臨時利益 2,374,425

  臨時損失 10,637,003

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3

    使用料及び手数料 88,592,758

    その他 411,940,959

純経常行政コスト 7,880,057,402

      社会保障給付 429,186,172

      その他 303,433,359

  経常収益 500,533,717

        その他 364,913,851

    移転費用 4,920,705,091

      補助金等 4,188,085,560

      その他の業務費用 382,075,013

        支払利息 17,044,585

        徴収不能引当金繰入額 116,577

        維持補修費 274,241,734

        減価償却費 525,134,647

        その他 -

        その他 134,807,147

      物件費等 2,029,959,419

        物件費 1,230,583,038

        職員給与費 849,986,601

        賞与等引当金繰入額 63,057,848

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,380,591,119

    業務費用 3,459,886,028

      人件費 1,047,851,596

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 7,976,026,268 13,385,824,869 -5,409,798,601 -

  純行政コスト（△） -7,888,319,980 -7,888,319,980 -

  財源 8,127,645,717 8,127,645,717 -

    税収等 4,896,580,982 4,896,580,982 -

    国県等補助金 3,231,064,735 3,231,064,735 -

  本年度差額 239,325,737 239,325,737 -

  固定資産等の変動（内部変動） -24,319,089 24,319,089

    有形固定資産等の増加 412,988,561 -412,988,561

    有形固定資産等の減少 -525,134,650 525,134,650

    貸付金・基金等の増加 238,447,000 -238,447,000

    貸付金・基金等の減少 -150,620,000 150,620,000

  資産評価差額 -877,400 -877,400

  無償所管換等 -1,398,600 -1,398,600

  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 -16,569,855 -17,762,153 1,192,298

  本年度純資産変動額 220,479,882 -44,357,242 264,837,124 -

本年度末純資産残高 8,196,506,150 13,341,467,627 -5,144,961,477 -

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 41,009,244

本年度歳計外現金増減額 16,913,137

本年度末歳計外現金残高 57,922,381

本年度末現金預金残高 515,061,141

財務活動収支 -97,788,273

本年度資金収支額 172,527,284

前年度末資金残高 284,611,476

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 457,138,760

    地方債等償還支出 683,172,273

    その他の支出 -

  財務活動収入 585,384,000

    地方債等発行収入 585,384,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,374,425

    その他の収入 -

投資活動収支 -337,658,136

【財務活動収支】

  財務活動支出 683,172,273

    その他の支出 -

  投資活動収入 334,777,425

    国県等補助金収入 160,783,000

    基金取崩収入 150,620,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

  投資活動支出 672,435,561

    公共施設等整備費支出 412,988,561

    基金積立金支出 238,447,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 607,973,693

【投資活動収支】

    税収等収入 4,898,598,894

    国県等補助金収入 3,070,281,735

    使用料及び手数料収入 88,533,758

    その他の収入 400,849,961

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,920,705,091

      補助金等支出 4,188,085,560

      社会保障給付支出 429,186,172

      その他の支出 303,433,359

  業務収入 8,458,264,348

    業務費用支出 2,929,585,564

      人件費支出 1,042,802,356

      物件費等支出 1,504,824,772

      支払利息支出 17,044,585

      その他の支出 364,913,851

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 7,850,290,655


