
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 262,261,828,946   固定負債 97,713,322,122

    有形固定資産 249,034,573,034     地方債等 62,233,753,443

      事業用資産 76,219,036,366     長期未払金 -

        土地 43,170,757,996     退職手当引当金 8,087,394,246

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 92,320,451,526     その他 27,392,174,433

        建物減価償却累計額 -64,634,310,030   流動負債 9,330,281,597

        工作物 7,535,457,374     １年内償還予定地方債等 6,511,142,046

        工作物減価償却累計額 -4,024,245,152     未払金 927,863,512

        船舶 2,073,852     未払費用 12,932,531

        船舶減価償却累計額 -2,073,849     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 780,121,305

        航空機 -     預り金 626,326,102

        航空機減価償却累計額 -     その他 471,896,101

        その他 4,736,699 負債合計 107,043,603,719

        その他減価償却累計額 -4,369,290 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,850,557,240   固定資産等形成分 266,632,254,215

      インフラ資産 164,849,700,979   余剰分（不足分） -97,727,031,747

        土地 50,079,392,860   他団体出資等分 -

        建物 4,584,614,210

        建物減価償却累計額 -2,240,495,210

        工作物 195,933,749,613

        工作物減価償却累計額 -83,965,954,416

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 458,393,922

      物品 18,640,918,885

      物品減価償却累計額 -10,675,083,196

    無形固定資産 4,797,523,444

      ソフトウェア 342,798,646

      その他 4,454,724,798

    投資その他の資産 8,429,732,468

      投資及び出資金 33,714,600

        有価証券 1,500,000

        出資金 32,214,600

        その他 -

      長期延滞債権 1,071,958,584

      長期貸付金 45,449,697

      基金 7,356,075,686

        減債基金 -

        その他 7,356,075,686

      その他 32,210,260

      徴収不能引当金 -109,676,359

  流動資産 13,686,997,241

    現金預金 7,878,560,803

    未収金 1,384,870,243

    短期貸付金 -

    基金 4,370,425,269

      財政調整基金 4,240,648,916

      減債基金 129,776,353

    棚卸資産 98,447,514

    その他 9,954,680

    徴収不能引当金 -55,261,268

  繰延資産 - 純資産合計 168,905,222,468

資産合計 275,948,826,187 負債及び純資産合計 275,948,826,187

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 6,661,666

    その他 1,925,527

純行政コスト 106,458,801,246

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,179,290

  臨時利益 8,587,193

  臨時損失 24,114,778

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,935,488

    使用料及び手数料 4,654,943,504

    その他 2,412,693,768

純経常行政コスト 106,443,273,661

      社会保障給付 24,809,964,696

      その他 48,990,685

  経常収益 7,067,637,272

        その他 910,401,074

    移転費用 78,544,562,429

      補助金等 53,685,607,048

      その他の業務費用 1,623,887,977

        支払利息 561,683,528

        徴収不能引当金繰入額 151,803,375

        維持補修費 1,162,979,320

        減価償却費 7,630,885,300

        その他 6,767,021

        その他 1,009,665,410

      物件費等 23,268,559,720

        物件費 14,467,928,079

        職員給与費 8,264,313,714

        賞与等引当金繰入額 773,200,510

        退職手当引当金繰入額 26,721,173

  経常費用 113,510,910,933

    業務費用 34,966,348,504

      人件費 10,073,900,807

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 金額



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：円）

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 169,003,044,186 269,090,324,067 -100,087,279,881 -

  純行政コスト（△） -106,458,801,246 -106,458,801,246 -

  財源 105,980,278,626 105,980,278,626 -

    税収等 54,804,505,429 54,804,505,429 -

    国県等補助金 51,175,773,197 51,175,773,197 -

  本年度差額 -478,522,620 -478,522,620 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,800,377,055 2,800,377,055

    有形固定資産等の増加 7,964,506,510 -7,964,506,510

    有形固定資産等の減少 -9,991,275,874 9,991,275,874

    貸付金・基金等の増加 1,037,884,073 -1,037,884,073

    貸付金・基金等の減少 -1,811,491,764 1,811,491,764

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 311,696,134 311,696,134

  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 37,216,603 30,611,069 6,605,534 -

  その他 31,788,165 - 31,788,165

  本年度純資産変動額 -97,821,718 -2,458,069,852 2,360,248,134 -

本年度末純資産残高 168,905,222,468 266,632,254,215 -97,727,031,747 -

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

科目 合計



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 626,197,428

本年度歳計外現金増減額 -116,823,762

本年度末歳計外現金残高 509,373,666

本年度末現金預金残高 7,878,560,803

財務活動収支 -523,700,169

本年度資金収支額 314,693,432

前年度末資金残高 7,050,782,007

比例連結割合変更に伴う差額 3,711,698

本年度末資金残高 7,369,187,137

    地方債等償還支出 6,624,178,467

    その他の支出 541,771,569

  財務活動収入 6,642,249,867

    地方債等発行収入 6,637,253,507

    その他の収入 4,996,360

    資産売却収入 6,878,048

    その他の収入 234,598,399

投資活動収支 -3,145,860,054

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,165,950,036

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,130,912,323

    国県等補助金収入 1,307,038,620

    基金取崩収入 2,563,449,068

    貸付金元金回収収入 18,948,188

  投資活動支出 7,276,772,377

    公共施設等整備費支出 5,313,481,497

    基金積立金支出 1,940,195,000

    投資及び出資金支出 10,945,875

    貸付金支出 12,150,005

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,003,360

  臨時収入 1,174,441

業務活動収支 3,984,253,655

【投資活動収支】

    税収等収入 53,364,731,636

    国県等補助金収入 49,977,876,076

    使用料及び手数料収入 4,629,255,312

    その他の収入 2,266,509,669

  臨時支出 1,003,360

    移転費用支出 78,719,369,574

      補助金等支出 53,860,414,193

      社会保障給付支出 24,809,964,696

      その他の支出 48,990,685

  業務収入 110,238,372,693

    業務費用支出 27,534,920,545

      人件費支出 9,998,618,114

      物件費等支出 16,138,294,422

      支払利息支出 561,683,528

      その他の支出 836,324,481

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 106,254,290,119


