
【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 12,903,231,748   固定負債 4,771,920,245

    有形固定資産 10,353,750,841     地方債等 4,584,827,693

      事業用資産 6,052,891,775     長期未払金 44,932,116

        土地 1,099,836,760     退職手当引当金 142,160,436

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,086,476,942

        建物 18,394,621,329     １年内償還予定地方債等 919,884,745

        建物減価償却累計額 -13,641,128,650     未払金 31,244,603

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,529,972

        工作物 284,923,036     前受金 529,000

        工作物減価償却累計額 -85,360,700     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 71,444,181

        船舶 -     預り金 58,580,741

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,263,700

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,858,397,187

        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 13,992,214,001

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,076,431,534

        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 1,538,062,037

      物品減価償却累計額 -1,283,020,887

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 7,681,375

      ソフトウェア 6,729,091

      その他 952,284

    投資その他の資産 2,541,799,532

      投資及び出資金 17,512,297

        有価証券 5,833,097

        出資金 11,679,200

        その他 -

      長期延滞債権 85,133,997

      長期貸付金 -

      基金 2,330,962,132

        減債基金 -

        その他 2,330,962,132

      その他 109,554,058

      徴収不能引当金 -1,362,952

  流動資産 1,870,947,906

    現金預金 730,520,969

    未収金 17,972,720

    短期貸付金 -

    基金 1,088,982,253

      財政調整基金 1,043,342,253

      減債基金 45,640,000

    棚卸資産 23,205,029

    その他 10,548,603

    徴収不能引当金 -281,668

  繰延資産 - 純資産合計 8,915,782,467

資産合計 14,774,179,654 負債及び純資産合計 14,774,179,654

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 2,628,235

    その他 13,675,979

純行政コスト 9,719,683,542

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18,299,555

  臨時利益 16,304,214

  臨時損失 18,300,350

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 795

    使用料及び手数料 99,352,155

    その他 911,357,001

純経常行政コスト 9,717,687,406

      社会保障給付 2,177,548,487

      その他 310,044,882

  経常収益 1,010,709,156

        その他 400,337,781

    移転費用 6,419,353,652

      補助金等 3,931,760,283

      その他の業務費用 417,964,001

        支払利息 17,460,740

        徴収不能引当金繰入額 165,480

        維持補修費 294,198,486

        減価償却費 589,700,752

        その他 2,339,651

        その他 178,108,742

      物件費等 2,528,570,334

        物件費 1,642,331,445

        職員給与費 1,111,607,361

        賞与等引当金繰入額 71,444,181

        退職手当引当金繰入額 1,348,291

  経常費用 10,728,396,562

    業務費用 4,309,042,910

      人件費 1,362,508,575

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 8,670,795,810 14,042,287,458 -5,371,491,648 -

  純行政コスト（△） -9,719,683,542 -9,719,683,542 -

  財源 9,980,032,141 9,980,032,141 -

    税収等 5,959,851,409 5,959,851,409 -

    国県等補助金 4,020,180,732 4,020,180,732 -

  本年度差額 260,348,599 260,348,599 -

  固定資産等の変動（内部変動） -42,056,682 42,056,682

    有形固定資産等の増加 465,602,224 -465,602,224

    有形固定資産等の減少 -590,524,082 590,524,082

    貸付金・基金等の増加 255,520,120 -255,520,120

    貸付金・基金等の減少 -172,654,944 172,654,944

  資産評価差額 -877,400 -877,400

  無償所管換等 -1,422,263 -1,422,263

  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 20,299,762 37,982,974 -17,683,212 -

  その他 -33,362,041 -43,700,086 10,338,045

  本年度純資産変動額 244,986,657 -50,073,457 295,060,114 -

本年度末純資産残高 8,915,782,467 13,992,214,001 -5,076,431,534 -

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 730,520,969

財務活動収支 -88,698,575

本年度資金収支額 178,197,625

前年度末資金残高 494,610,061

比例連結割合変更に伴う差額 -209,098

本年度末資金残高 672,598,588

    地方債等償還支出 704,643,085

    その他の支出 -

  財務活動収入 615,944,510

    地方債等発行収入 615,944,510

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,647,635

    その他の収入 -

投資活動収支 -403,706,433

【財務活動収支】

  財務活動支出 704,643,085

    その他の支出 -

  投資活動収入 344,049,583

    国県等補助金収入 160,783,000

    基金取崩収入 159,618,948

    貸付金元金回収収入 21,000,000

  投資活動支出 747,756,016

    公共施設等整備費支出 468,825,428

    基金積立金支出 257,930,588

    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 670,602,633

【投資活動収支】

    税収等収入 5,961,869,321

    国県等補助金収入 3,859,397,732

    使用料及び手数料収入 99,293,155

    その他の収入 900,942,293

  臨時支出 -

    移転費用支出 6,446,110,652

      補助金等支出 3,931,760,283

      社会保障給付支出 2,177,548,487

      その他の支出 336,801,882

  業務収入 10,821,502,501

    業務費用支出 3,704,789,216

      人件費支出 1,353,406,165

      物件費等支出 1,931,032,864

      支払利息支出 17,460,740

      その他の支出 402,889,447

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 10,150,899,868


