
【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 19,765,065,229   固定負債 5,751,605,331

    有形固定資産 15,610,501,304     地方債等 4,447,040,331

      事業用資産 10,561,026,663     長期未払金 -

        土地 4,312,960,604     退職手当引当金 1,304,565,000

        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 726,241,291

        建物 14,434,005,702     １年内償還予定地方債等 667,674,463

        建物減価償却累計額 -8,577,623,969     未払金 57,900

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,490,799,609     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,119,430,536     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 52,740,430

        船舶 -     預り金 5,768,498

        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 6,477,846,622

        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 23,046,359,603

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,638,702,446

        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 4,876,223,526

        土地 139,041,222

        土地減損損失累計額 -

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -265,638,532

        建物減損損失累計額 -

        工作物 20,195,369,046

        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 863,495,097

      物品減価償却累計額 -690,243,982

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,154,563,925

      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 4,115,000

      基金 4,009,664,572

        減債基金 -

        その他 4,009,664,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -999,256

  流動資産 4,120,438,550

    現金預金 832,062,651

    未収金 7,045,442

    短期貸付金 -

    基金 3,281,294,374

      財政調整基金 2,690,647,374

      減債基金 590,647,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 36,083

  繰延資産 - 純資産合計 17,407,657,157

資産合計 23,885,503,779 負債及び純資産合計 23,885,503,779

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 7,247,741,639

    業務費用 3,156,247,900

      人件費 1,164,010,375

        職員給与費 748,268,672

        賞与等引当金繰入額 52,740,430

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 363,001,273

      物件費等 1,943,843,076

        物件費 989,136,667

        維持補修費 227,044,644

        減価償却費 718,642,790

        その他 9,018,975

      その他の業務費用 48,394,449

        支払利息 35,207,218

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 13,187,231

    移転費用 4,091,493,739

      補助金等 3,708,401,373

      社会保障給付 372,273,858

      その他 10,818,508

  経常収益 396,569,816

    使用料及び手数料 111,885,356

    その他 284,684,460

純経常行政コスト 6,851,171,823

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 13,010,751

    資産売却益 6,017,751

    その他 6,993,000

純行政コスト 6,838,161,072



【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 16,590,133,866 22,688,865,648 -6,098,731,782 -

  純行政コスト（△） -6,838,161,072 -6,838,161,072 -

  財源 7,655,684,215 7,655,684,215 -

    税収等 4,858,374,760 4,858,374,760 -

    国県等補助金 2,797,309,455 2,797,309,455 -

  本年度差額 817,523,143 817,523,143 -

  固定資産等の変動（内部変動） 357,493,807 -357,493,807

    有形固定資産等の増加 652,000,606 -652,000,606

    有形固定資産等の減少 -720,578,150 720,578,150

    貸付金・基金等の増加 470,017,347 -470,017,347

    貸付金・基金等の減少 -43,945,996 43,945,996

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 148 148

  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 - - -

  本年度純資産変動額 817,523,291 357,493,955 460,029,336 -

本年度末純資産残高 17,407,657,157 23,046,359,603 -5,638,702,446 -

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 6,530,449,316

    業務費用支出 2,438,955,577

      人件費支出 1,165,365,942

      物件費等支出 1,226,845,717

      支払利息支出 35,207,218

      その他の支出 11,536,700

    移転費用支出 4,091,493,739

      補助金等支出 3,708,401,373

      社会保障給付支出 372,273,858

      その他の支出 10,818,508

  業務収入 7,864,008,976

    税収等収入 4,861,722,706

    国県等補助金収入 2,604,449,055

    使用料及び手数料収入 113,624,670

    その他の収入 284,212,545

  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 1,333,559,660

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,119,542,166

    公共施設等整備費支出 652,000,606

    基金積立金支出 467,541,560

    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 243,182,511

    国県等補助金収入 192,860,400

    基金取崩収入 41,479,000

    貸付金元金回収収入 890,000

    資産売却収入 7,953,111

    その他の収入 -

投資活動収支 -876,359,655

【財務活動収支】

  財務活動支出 772,469,591

    地方債等償還支出 772,469,591

    その他の支出 -

  財務活動収入 446,200,000

    地方債等発行収入 446,200,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 5,710,454

本年度歳計外現金増減額 58,044

本年度末歳計外現金残高 5,768,498

本年度末現金預金残高 832,062,651

財務活動収支 -326,269,591

本年度資金収支額 130,930,414

前年度末資金残高 695,363,739

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 826,294,153


