
【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 20,758,058,130   固定負債 6,187,303,591

    有形固定資産 16,419,590,386     地方債等 4,581,063,592

      事業用資産 11,273,342,873     長期未払金 48,005,560

        土地 4,350,355,973     退職手当引当金 1,418,884,603

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 139,349,836

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 805,589,205

        建物 16,036,216,820     １年内償還予定地方債等 674,188,913

        建物減価償却累計額 -9,625,686,091     未払金 17,323,306

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,642,962,608     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,150,821,690     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 67,415,470

        船舶 92,804     預り金 6,852,843

        船舶減価償却累計額 -92,804     その他 39,808,673

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,992,892,796

        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 24,237,458,986

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,001,502,443

        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 3,770,502

        その他減価償却累計額 -2,749,249

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 19,294,000

      インフラ資産 4,900,228,158

        土地 139,041,222

        土地減損損失累計額 -

        建物 611,318,339

        建物減価償却累計額 -265,638,532

        建物減損損失累計額 -

        工作物 20,204,247,325

        工作物減価償却累計額 -15,848,944,805

        工作物減損損失累計額 -

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -10,100,591

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 39,406,400

      物品 1,175,900,495

      物品減価償却累計額 -929,881,140

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 643,031

      ソフトウェア 643,031

      その他 -

    投資その他の資産 4,337,824,713

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 25,208,609

      長期貸付金 4,507,000

      基金 4,040,940,690

        減債基金 -

        その他 4,040,940,690

      その他 151,592,670

      徴収不能引当金 -999,256

  流動資産 4,470,791,209

    現金預金 963,103,810

    未収金 28,112,630

    短期貸付金 382,666

    基金 3,479,018,190

      財政調整基金 2,888,371,190

      減債基金 590,647,000

    棚卸資産 -

    その他 137,830

    徴収不能引当金 36,083

  繰延資産 - 純資産合計 18,235,956,543

資産合計 25,228,849,339 負債及び純資産合計 25,228,849,339

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）

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 8,796,993,920

    業務費用 3,553,937,417

      人件費 1,314,250,592

        職員給与費 795,026,617

        賞与等引当金繰入額 57,250,396

        退職手当引当金繰入額 21,126,086

        その他 440,847,493

      物件費等 2,191,603,634

        物件費 1,132,294,082

        維持補修費 277,588,953

        減価償却費 772,698,500

        その他 9,022,099

      その他の業務費用 48,083,191

        支払利息 35,937,872

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 12,145,319

    移転費用 5,243,056,503

      補助金等 3,530,405,123

      社会保障給付 1,596,217,173

      その他 116,434,207

  経常収益 1,211,335,028

    使用料及び手数料 133,885,325

    その他 1,077,449,703

純経常行政コスト 7,585,658,892

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 13,456,859

    資産売却益 6,463,859

    その他 6,993,000

純行政コスト 7,572,202,035



【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 17,450,601,932 23,927,095,453 -6,476,493,521 -

  純行政コスト（△） -7,572,202,035 -7,572,202,035 -

  財源 8,433,671,004 8,433,671,004 -

    税収等 5,049,327,540 5,049,327,540 -

    国県等補助金 3,384,343,464 3,384,343,464 -

  本年度差額 861,468,969 861,468,969 -

  固定資産等の変動（内部変動） 334,622,105 -334,622,105

    有形固定資産等の増加 677,743,059 -677,743,059

    有形固定資産等の減少 -774,253,566 774,253,566

    貸付金・基金等の増加 483,913,129 -483,913,129

    貸付金・基金等の減少 -52,780,517 52,780,517

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -75,789,521 -75,789,521

  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 43,402,938 49,483,963 -6,081,025 -

  その他 -43,727,775 2,046,986 -45,774,761

  本年度純資産変動額 785,354,611 310,363,533 474,991,078 -

本年度末純資産残高 18,235,956,543 24,237,458,986 -6,001,502,443 -

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）

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 8,010,923,096

    業務費用支出 2,773,438,019

      人件費支出 1,306,159,565

      物件費等支出 1,395,598,200

      支払利息支出 35,937,872

      その他の支出 35,742,382

    移転費用支出 5,237,485,077

      補助金等支出 3,528,990,123

      社会保障給付支出 1,596,217,173

      その他の支出 112,277,781

  業務収入 9,413,035,093

    税収等収入 4,994,214,134

    国県等補助金収入 3,188,828,064

    使用料及び手数料収入 138,135,639

    その他の収入 1,091,857,256

  臨時支出 -

    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 1,402,111,997

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,337,301,664

    公共施設等整備費支出 855,864,322

    基金積立金支出 481,437,342

    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 243,783,397

    国県等補助金収入 192,860,400

    基金取崩収入 41,633,341

    貸付金元金回収収入 890,000

    資産売却収入 8,399,219

    その他の収入 437

投資活動収支 -1,093,518,267

【財務活動収支】

  財務活動支出 791,204,091

    地方債等償還支出 785,679,131

    その他の支出 5,524,960

  財務活動収入 656,363,460

    地方債等発行収入 656,363,460

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 12,499,008

本年度歳計外現金増減額 -867,225

本年度末歳計外現金残高 11,631,783

本年度末現金預金残高 963,103,810

財務活動収支 -134,840,631

本年度資金収支額 173,753,099

前年度末資金残高 768,104,058

比例連結割合変更に伴う差額 9,614,870

本年度末資金残高 951,472,027


