
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 1,039,545,788,959   固定負債 235,426,980,144

    有形固定資産 1,008,382,133,358     地方債等 204,291,986,943

      事業用資産 436,944,985,571     長期未払金 4,560,368,349

        土地 275,875,980,223     退職手当引当金 22,079,964,476

        立木竹 -     損失補償等引当金 206,717,111

        建物 412,418,038,011     その他 4,287,943,265

        建物減価償却累計額 -272,956,079,343   流動負債 41,166,237,136

        工作物 24,068,950,269     １年内償還予定地方債等 24,001,169,140

        工作物減価償却累計額 -20,504,634,953     未払金 8,775,377,773

        船舶 -     未払費用 84,683,707

        船舶減価償却累計額 -     前受金 255,707,660

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 2,750,674,029

        航空機 -     預り金 3,567,468,936

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,731,155,891

        その他 45,323,492,059 負債合計 276,593,217,280

        その他減価償却累計額 -38,103,271,105 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,822,510,410   固定資産等形成分 1,060,936,082,526

      インフラ資産 532,390,374,221   余剰分（不足分） -240,635,181,279

        土地 281,039,615,685   他団体出資等分 439,281,146

        建物 16,830,138,888

        建物減価償却累計額 -8,508,086,495

        工作物 473,098,176,585

        工作物減価償却累計額 -236,897,749,529

        その他 1,617,397,180

        その他減価償却累計額 -1,173,042,546

        建設仮勘定 6,383,924,453

      物品 93,186,825,698

      物品減価償却累計額 -54,140,052,132

    無形固定資産 7,734,393,028

      ソフトウェア 1,111,876,330

      その他 6,622,516,698

    投資その他の資産 23,429,262,573

      投資及び出資金 645,878,774

        有価証券 100,000,000

        出資金 545,878,774

        その他 -

      長期延滞債権 3,465,965,086

      長期貸付金 825,902,767

      基金 16,730,541,191

        減債基金 -

        その他 16,730,541,191

      その他 2,775,656,805

      徴収不能引当金 -1,014,682,050

  流動資産 57,787,610,714

    現金預金 31,153,515,524

    未収金 5,208,534,673

    短期貸付金 29,803,978

    基金 21,360,489,589

      財政調整基金 17,864,013,370

      減債基金 3,496,476,219

    棚卸資産 103,021,086

    その他 48,338,851

    徴収不能引当金 -116,092,987

  繰延資産 - 純資産合計 820,740,182,393

資産合計 1,097,333,399,673 負債及び純資産合計 1,097,333,399,673

連結貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【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 金額

  経常費用 377,114,764,855

    業務費用 124,962,866,522

      人件費 45,487,573,641

        職員給与費 36,197,452,553

        賞与等引当金繰入額 3,152,321,696

        退職手当引当金繰入額 1,982,599,371

        その他 4,155,200,021

      物件費等 67,295,878,287

        物件費 26,600,063,924

        維持補修費 4,164,636,554

        減価償却費 24,278,181,092

        その他 12,252,996,717

      その他の業務費用 12,179,414,594

        支払利息 2,361,213,330

        徴収不能引当金繰入額 1,655,137,965

        その他 8,163,063,299

    移転費用 252,151,898,333

      補助金等 212,623,767,133

      社会保障給付 39,409,609,418

      その他 118,521,782

  経常収益 38,824,276,260

    使用料及び手数料 23,187,926,568

    その他 15,636,349,692

純経常行政コスト 338,290,488,595

  臨時損失 621,691,736

    災害復旧事業費 14,530,566

    資産除売却損 430,901,438

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 176,259,732

  臨時利益 452,844,428

    資産売却益 311,889,650

    その他 140,954,778

純行政コスト 338,459,335,903
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【様式第3号】

（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 812,042,592,380 1,053,495,841,192 -241,987,525,433 534,276,621

  純行政コスト（△） -338,459,335,903 -338,476,894,387 17,558,484

  財源 344,880,690,340 344,880,690,340 -

    税収等 172,470,377,466 172,470,377,466 -

    国県等補助金 172,410,312,874 172,410,312,874 -

  本年度差額 6,421,354,437 6,403,795,953 17,558,484

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 -63,741,419

  無償所管換等 2,465,356,225

  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 -125,379,230

  本年度純資産変動額 8,697,590,013 7,440,241,334 1,352,344,154 -94,995,475

本年度末純資産残高 820,740,182,393 1,060,936,082,526 -240,635,181,279 439,281,146

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
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【様式第4号】

（単位：円）

本年度末歳計外現金残高 2,479,549,242

本年度末現金預金残高 31,153,515,524

本年度末資金残高 28,673,966,282

前年度末歳計外現金残高 2,457,211,959

本年度歳計外現金増減額 22,337,283

本年度資金収支額 7,351,688,360

前年度末資金残高 21,322,277,922

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入

    その他の収入

財務活動収支

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

  業務支出

    業務費用支出

      人件費支出

【業務活動収支】

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
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