
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 253,532,501,470   固定負債 91,981,643,848

    有形固定資産 243,243,880,724     地方債等 61,091,617,083

      事業用資産 70,688,224,378     長期未払金 -

        土地 42,050,938,177     退職手当引当金 3,521,968,552

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 76,345,236,033     その他 27,368,058,213

        建物減価償却累計額 -51,047,644,423   流動負債 8,969,652,551

        工作物 2,005,211,977     １年内償還予定地方債等 6,386,889,699

        工作物減価償却累計額 -516,074,626     未払金 884,644,868

        船舶 -     未払費用 -

        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 615,639,407

        航空機 -     預り金 617,430,034

        航空機減価償却累計額 -     その他 465,048,543

        その他 - 負債合計 100,951,296,399

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,850,557,240   固定資産等形成分 257,657,668,563

      インフラ資産 164,847,347,001   余剰分（不足分） -92,899,249,768

        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 195,920,694,316

        工作物減価償却累計額 -83,955,253,097

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 458,393,922

      物品 16,867,419,594

      物品減価償却累計額 -9,159,110,249

    無形固定資産 4,649,917,366

      ソフトウェア 195,192,568

      その他 4,454,724,798

    投資その他の資産 5,638,703,380

      投資及び出資金 37,714,600

        有価証券 1,500,000

        出資金 36,214,600

        その他 -

      長期延滞債権 1,071,956,310

      長期貸付金 42,087,400

      基金 4,596,538,552

        減債基金 -

        その他 4,596,538,552

      その他 82,820

      徴収不能引当金 -109,676,302

  流動資産 12,177,213,724

    現金預金 6,635,026,144

    未収金 1,364,664,187

    短期貸付金 -

    基金 4,125,167,093

      財政調整基金 3,995,390,740

      減債基金 129,776,353

    棚卸資産 98,447,514

    その他 9,169,790

    徴収不能引当金 -55,261,004

  繰延資産 - 純資産合計 164,758,418,795

資産合計 265,709,715,194 負債及び純資産合計 265,709,715,194

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 6,251,532

    その他 35,441

純行政コスト 90,026,385,861

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 839,020

  臨時利益 6,286,973

  臨時損失 846,875

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,855

    使用料及び手数料 4,375,321,811

    その他 1,993,322,316

純経常行政コスト 90,031,825,959

      社会保障給付 9,546,779,718

      その他 46,072,609

  経常収益 6,368,644,127

        その他 855,177,159

    移転費用 67,132,090,423

      補助金等 57,539,238,096

      その他の業務費用 1,567,761,003

        支払利息 560,780,790

        徴収不能引当金繰入額 151,803,054

        維持補修費 625,847,137

        減価償却費 7,222,900,704

        その他 6,693,805

        その他 875,678,063

      物件費等 19,828,808,894

        物件費 11,973,367,248

        職員給与費 6,360,962,683

        賞与等引当金繰入額 608,714,407

        退職手当引当金繰入額 26,454,613

  経常費用 96,400,470,086

    業務費用 29,268,379,663

      人件費 7,871,809,766

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：全体会計 （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 165,349,626,700 260,047,739,696 -94,698,112,996 -

  純行政コスト（△） -90,026,385,861 -90,026,385,861 -

  財源 89,136,527,267 89,136,527,267 -

    税収等 43,427,224,123 43,427,224,123 -

    国県等補助金 45,709,303,144 45,709,303,144 -

  本年度差額 -889,858,594 -889,858,594 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,688,721,822 2,688,721,822

    有形固定資産等の増加 7,749,731,467 -7,749,731,467

    有形固定資産等の減少 -9,560,144,894 9,560,144,894

    貸付金・基金等の増加 727,008,105 -727,008,105

    貸付金・基金等の減少 -1,605,316,500 1,605,316,500

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 298,650,689 298,650,689

  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 -591,207,905 -2,390,071,133 1,798,863,228 -

本年度末純資産残高 164,758,418,795 257,657,668,563 -92,899,249,768 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 618,584,130

本年度歳計外現金増減額 -116,490,460

本年度末歳計外現金残高 502,093,670

本年度末現金預金残高 6,635,026,144

財務活動収支 -640,346,263

本年度資金収支額 -274,981,336

前年度末資金残高 6,407,913,810

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,132,932,474

    地方債等償還支出 6,356,098,392

    その他の支出 486,346,871

  財務活動収入 6,202,099,000

    地方債等発行収入 6,202,099,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,467,912

    その他の収入 234,598,399

投資活動収支 -2,916,876,175

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,842,445,263

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,922,887,054

    国県等補助金収入 1,306,787,499

    基金取崩収入 2,357,366,936

    貸付金元金回収収入 17,666,308

  投資活動支出 6,839,763,229

    公共施設等整備費支出 5,126,190,488

    基金積立金支出 1,702,925,416

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,647,325

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 839,020

  臨時収入 1,174,441

業務活動収支 3,282,241,102

【投資活動収支】

    税収等収入 41,987,450,330

    国県等補助金収入 44,511,657,144

    使用料及び手数料収入 4,349,551,496

    その他の収入 1,862,164,334

  臨時支出 839,020

    移転費用支出 67,132,090,423

      補助金等支出 57,539,238,096

      社会保障給付支出 9,546,779,718

      その他の支出 46,072,609

  業務収入 92,710,823,304

    業務費用支出 22,296,827,200

      人件費支出 7,814,580,329

      物件費等支出 13,113,573,674

      支払利息支出 560,780,790

      その他の支出 807,892,407

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 89,428,917,623


