
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 17,453,398,492   固定負債 1,826,206,398

    有形固定資産 15,846,262,228     地方債等 176,614,292

      事業用資産 14,701,450,767     長期未払金 93,580,000

        土地 4,388,649,601     退職手当引当金 1,556,012,106

        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 381,899,942

        建物 26,976,285,995     １年内償還予定地方債等 159,712,758

        建物減価償却累計額 -16,701,355,569     未払金 11,849,000

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 223,607,641     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -185,736,901     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 169,039,986

        船舶 -     預り金 8,800,078

        船舶減価償却累計額 -     その他 32,498,120

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,208,106,340

        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 17,656,283,620

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,858,366,686

        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 -

        土地 -

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        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 -

      物品 3,336,087,682

      物品減価償却累計額 -2,191,276,221

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,595,955

      ソフトウェア 30,595,955

      その他 -

    投資その他の資産 1,576,540,309

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      長期延滞債権 20,653,354

      長期貸付金 -

      基金 1,561,702,939

        減債基金 -

        その他 1,561,702,939

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,815,984

  流動資産 552,624,782

    現金預金 334,939,192

    未収金 20,940,919

    短期貸付金 -

    基金 202,885,128

      財政調整基金 202,885,128

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,140,457

  繰延資産 - 純資産合計 15,797,916,934

資産合計 18,006,023,274 負債及び純資産合計 18,006,023,274

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 60,499

    その他 -

純行政コスト 23,802,719,576

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 60,499

  臨時損失 4

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 4

    使用料及び手数料 251,891,690

    その他 39,309,899

純経常行政コスト 23,802,780,071

      社会保障給付 17,736,800,147

      その他 1,877,100

  経常収益 291,201,589

        その他 186,584,823

    移転費用 17,912,427,354

      補助金等 173,750,107

      その他の業務費用 192,286,220

        支払利息 6,539,893

        徴収不能引当金繰入額 -838,496

        維持補修費 205,821,290

        減価償却費 1,309,921,130

        その他 124,764,829

        その他 432,753,681

      物件費等 3,753,276,566

        物件費 2,112,769,317

        職員給与費 1,800,507,475

        賞与等引当金繰入額 -878,124

        退職手当引当金繰入額 3,608,488

  経常費用 24,093,981,660

    業務費用 6,181,554,306

      人件費 2,235,991,520

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】

会計：全体会計 （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 16,617,069,550 18,600,180,932 -1,983,111,382 -

  純行政コスト（△） -23,802,719,576 -23,802,719,576 -

  財源 22,984,777,300 22,984,777,300 -

    税収等 15,145,717,622 15,145,717,622 -

    国県等補助金 7,839,059,678 7,839,059,678 -

  本年度差額 -817,942,276 -817,942,276 -

  固定資産等の変動（内部変動） -942,686,972 942,686,972

    有形固定資産等の増加 736,408,695 -736,408,695

    有形固定資産等の減少 -1,619,580,667 1,619,580,667

    貸付金・基金等の増加 93,886,000 -93,886,000

    貸付金・基金等の減少 -153,401,000 153,401,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,210,340 -1,210,340

  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 -819,152,616 -943,897,312 124,744,696 -

本年度末純資産残高 15,797,916,934 17,656,283,620 -1,858,366,686 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 10,014,353

本年度歳計外現金増減額 -1,214,275

本年度末歳計外現金残高 8,800,078

本年度末現金預金残高 334,939,192

財務活動収支 -195,044,820

本年度資金収支額 -77,319,185

前年度末資金残高 403,458,299

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 326,139,114

    地方債等償還支出 174,693,948

    その他の支出 20,350,872

  財務活動収入 -

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 -

    資産売却収入 60,500

    その他の収入 -

投資活動収支 -349,509,754

【財務活動収支】

  財務活動支出 195,044,820

    その他の支出 -

  投資活動収入 172,354,500

    国県等補助金収入 18,893,000

    基金取崩収入 153,401,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 521,864,254

    公共施設等整備費支出 427,978,254

    基金積立金支出 93,886,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 467,235,389

【投資活動収支】

    税収等収入 15,323,280,654

    国県等補助金収入 7,646,885,808

    使用料及び手数料収入 251,891,690

    その他の収入 39,309,899

  臨時支出 -

    移転費用支出 17,924,391,354

      補助金等支出 185,714,107

      社会保障給付支出 17,736,800,147

      その他の支出 1,877,100

  業務収入 23,261,368,051

    業務費用支出 4,869,741,308

      人件費支出 2,233,261,156

      物件費等支出 2,443,355,436

      支払利息支出 6,539,893

      その他の支出 186,584,823

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 22,794,132,662


