
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目科目科目科目 金額金額金額金額 科目科目科目科目 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 67,479,910,591   固定負債 24,286,049,279

    有形固定資産 62,440,127,448     地方債等 13,674,716,612

      事業用資産 10,904,749,158     長期未払金 -

        土地 3,906,279,851     退職手当引当金 1,093,904,844

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,333,448,402     その他 9,517,427,823

        建物減価償却累計額 -9,722,249,139   流動負債 1,910,961,584

        工作物 2,137,869,265     １年内償還予定地方債等 1,568,302,908

        工作物減価償却累計額 -1,859,710,801     未払金 94,398,483

        船舶 -     未払費用 1,074

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 119,157,625

        航空機 -     預り金 105,445,333

        航空機減価償却累計額 -     その他 23,656,161

        その他 - 負債合計 26,197,010,863

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 109,111,580   固定資産等形成分 70,730,558,597

      インフラ資産 50,747,104,420   余剰分（不足分） -22,569,433,917

        土地 9,894,557,387   他団体出資等分 -

        建物 2,087,034,572

        建物減価償却累計額 -850,720,126

        工作物 70,616,559,284

        工作物減価償却累計額 -31,201,779,694

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 201,452,997

      物品 3,037,440,603

      物品減価償却累計額 -2,249,166,733

    無形固定資産 499,207,771

      ソフトウェア 1,049,886

      その他 498,157,885

    投資その他の資産 4,540,575,372

      投資及び出資金 416,401,872

        有価証券 295,410,769

        出資金 120,991,103

        その他 -

      長期延滞債権 316,983,511

      長期貸付金 -

      基金 3,718,498,983

        減債基金 1,262,852,356

        その他 2,455,646,627

      その他 111,077,551

      徴収不能引当金 -22,386,545

  流動資産 6,878,224,952

    現金預金 3,455,881,086

    未収金 178,453,703

    短期貸付金 10,950,000

    基金 3,239,698,006

      財政調整基金 3,239,698,006

      減債基金 -

    棚卸資産 880,695

    その他 400,000

    徴収不能引当金 -8,038,538

  繰延資産 - 純資産合計 48,161,124,680

資産合計 74,358,135,543 負債及び純資産合計 74,358,135,543

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 2,343,434

    その他 1,096,593

純行政コスト 20,801,794,748

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 500

  臨時利益 3,440,027

  臨時損失 44,066,078

    災害復旧事業費 42,708,997

    資産除売却損 1,356,581

    使用料及び手数料 809,907,333

    その他 196,081,363

純経常行政コスト 20,761,168,697

      社会保障給付 1,445,046,986

      その他 73,467,235

  経常収益 1,005,988,696

        その他 266,249,570

    移転費用 13,539,374,807

      補助金等 12,020,860,586

      その他の業務費用 480,853,070

        支払利息 192,263,878

        徴収不能引当金繰入額 22,339,622

        維持補修費 176,703,405

        減価償却費 2,111,022,262

        その他 -

        その他 527,885,452

      物件費等 5,691,456,407

        物件費 3,403,730,740

        職員給与費 1,410,657,216

        賞与等引当金繰入額 116,647,066

        退職手当引当金繰入額 283,375

  経常費用 21,767,157,393

    業務費用 8,227,782,586

      人件費 2,055,473,109

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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

科目科目科目科目 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目科目科目科目 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高 48,219,618,592 71,209,187,254 -22,989,568,662 -

  純行政コスト（△） -20,801,794,748 -20,801,794,748 -

  財源 20,745,286,105 20,745,286,105 -

    税収等 10,679,938,423 10,679,938,423 -

    国県等補助金 10,065,347,682 10,065,347,682 -

  本年度差額 -56,508,643 -56,508,643 -

  固定資産等の変動（内部変動） -479,671,050 479,671,050

    有形固定資産等の増加 2,592,764,938 -2,592,764,938

    有形固定資産等の減少 -3,067,280,075 3,067,280,075

    貸付金・基金等の増加 1,093,776,366 -1,093,776,366

    貸付金・基金等の減少 -1,098,932,279 1,098,932,279

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 691,782 691,782

  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 -44,318 -76,179 31,861 -

  その他 -2,632,733 426,790 -3,059,523

  本年度純資産変動額 -58,493,912 -478,628,657 420,134,745 -

本年度末純資産残高 48,161,124,680 70,730,558,597 -22,569,433,917 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 105,786,791

本年度歳計外現金増減額 -404,329

本年度末歳計外現金残高 105,382,462

本年度末現金預金残高 3,455,881,086

財務活動収支 -412,999,751

本年度資金収支額 -48,368,235

前年度末資金残高 3,399,786,503

比例連結割合変更に伴う差額 -919,644

本年度末資金残高 3,350,498,624

    地方債等償還支出 1,537,984,043

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,124,984,292

    地方債等発行収入 1,124,984,292

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,343,347

    その他の収入 -

投資活動収支 -739,637,006

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,537,984,043

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,583,636,446

    国県等補助金収入 969,578,350

    基金取崩収入 611,594,749

    貸付金元金回収収入 120,000

  投資活動支出 2,323,273,452

    公共施設等整備費支出 1,704,903,662

    基金積立金支出 312,009,021

    投資及び出資金支出 295,410,769

    貸付金支出 10,950,000

    災害復旧事業費支出 42,708,997

    その他の支出 500

  臨時収入 26,047,308

業務活動収支 1,104,268,522

【投資活動収支】

    税収等収入 10,246,388,812

    国県等補助金収入 9,562,219,437

    使用料及び手数料収入 809,179,480

    その他の収入 179,966,320

  臨時支出 42,709,497

    移転費用支出 13,539,709,555

      補助金等支出 12,021,195,334

      社会保障給付支出 1,445,046,986

      その他の支出 73,467,235

  業務収入 20,797,754,049

    業務費用支出 6,137,113,783

      人件費支出 2,054,735,369

      物件費等支出 3,670,488,610

      支払利息支出 192,263,831

      その他の支出 219,625,973

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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

科目科目科目科目 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 19,676,823,338


