
【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 130,950,379,162   固定負債 49,619,105,124

    有形固定資産 120,059,359,947     地方債等 32,433,580,249

      事業用資産 54,131,314,101     長期未払金 91,114,437

        土地 30,471,699,149     退職手当引当金 1,686,589,284

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 15,407,821,154

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,736,637,270

        建物 55,580,295,781     １年内償還予定地方債等 3,820,334,530

        建物減価償却累計額 -33,326,178,884     未払金 229,820,222

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,215,302,372     前受金 218,953

        工作物減価償却累計額 -3,809,804,317     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 318,145,301

        船舶 -     預り金 363,651,463

        船舶減価償却累計額 -     その他 4,466,801

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 54,355,742,394

        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 136,724,915,694

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -39,704,091,389

        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 64,319,740,280

        土地 691,739,876

        土地減損損失累計額 -

        建物 823,971,365

        建物減価償却累計額 -246,706,091

        建物減損損失累計額 -

        工作物 138,756,711,115

        工作物減価償却累計額 -76,326,549,009

        工作物減損損失累計額 -

        その他 7,500,060

        その他減価償却累計額 -2,055,250

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 615,128,214

      物品 5,436,099,028

      物品減価償却累計額 -3,827,793,462

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,233,204,867

      ソフトウェア 19,887,996

      その他 3,213,316,871

    投資その他の資産 7,657,814,348

      投資及び出資金 124,709,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 121,309,000

        その他 -

      長期延滞債権 620,721,336

      長期貸付金 135,660,398

      基金 6,725,947,193

        減債基金 179,796,533

        その他 6,546,150,660

      その他 90,988,163

      徴収不能引当金 -40,211,742

  流動資産 20,426,186,737

    現金預金 13,362,658,952

    未収金 1,311,766,649

    短期貸付金 -

    基金 5,774,536,532

      財政調整基金 5,774,536,532

      減債基金 -

    棚卸資産 -14,223,124

    その他 8,106,660

    徴収不能引当金 -16,658,932

  繰延資産 800 純資産合計 97,020,824,305

資産合計 151,376,566,699 負債及び純資産合計 151,376,566,699

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 18,730,781

    その他 1,160,894

純行政コスト 47,336,206,963

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,746,073

  臨時利益 19,891,675

  臨時損失 15,781,893

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 35,820

    使用料及び手数料 1,625,605,072

    その他 5,193,355,609

純経常行政コスト 47,340,316,745

      社会保障給付 12,195,497,937

      その他 389,478,441

  経常収益 6,818,960,681

        その他 75,484,312

    移転費用 37,099,036,958

      補助金等 24,514,060,580

      その他の業務費用 589,126,495

        支払利息 371,058,194

        徴収不能引当金繰入額 142,583,989

        維持補修費 315,091,071

        減価償却費 4,770,626,417

        その他 16,956,327

        その他 988,429,692

      物件費等 11,061,362,532

        物件費 5,958,688,717

        職員給与費 4,433,253,520

        賞与等引当金繰入額 69,642,733

        退職手当引当金繰入額 -81,574,504

  経常費用 54,159,277,426

    業務費用 17,060,240,468

      人件費 5,409,751,441

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）

科目 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 95,028,669,872 140,474,986,247 -45,446,316,375 -

  純行政コスト（△） -47,336,206,963 -47,336,206,963 -

  財源 50,359,662,449 50,359,662,449 -

    税収等 24,856,816,135 24,856,816,135 -

    国県等補助金 25,502,846,314 25,502,846,314 -

  本年度差額 3,023,455,486 3,023,455,486 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,584,970,158 2,584,970,158

    有形固定資産等の増加 3,655,071,311 -3,655,071,311

    有形固定資産等の減少 -5,368,846,926 5,368,846,926

    貸付金・基金等の増加 1,945,248,478 -1,945,248,478

    貸付金・基金等の減少 -2,816,443,021 2,816,443,021

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 409,478,967 409,478,967

  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 -1,795,893,466 -1,582,071,698 -213,821,768 -

  その他 355,113,446 7,492,336 347,621,110

  本年度純資産変動額 1,992,154,433 -3,750,070,553 5,742,224,986 -

本年度末純資産残高 97,020,824,305 136,724,915,694 -39,704,091,389 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 295,586,621

本年度歳計外現金増減額 19,678,760

本年度末歳計外現金残高 315,265,381

本年度末現金預金残高 13,362,658,952

財務活動収支 -1,411,066,898

本年度資金収支額 3,858,864,762

前年度末資金残高 9,182,710,826

比例連結割合変更に伴う差額 5,817,983

本年度末資金残高 13,047,393,571

    地方債等償還支出 4,118,756,356

    その他の支出 21,328,447

  財務活動収入 2,729,017,905

    地方債等発行収入 2,729,017,905

    その他の収入 -

    資産売却収入 -56,659,983

    その他の収入 463,032,567

投資活動収支 -1,420,309,591

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,140,084,803

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,221,855,764

    国県等補助金収入 513,905,949

    基金取崩収入 2,297,446,231

    貸付金元金回収収入 4,131,000

  投資活動支出 4,642,165,355

    公共施設等整備費支出 2,989,103,558

    基金積立金支出 1,650,061,797

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 15,746,073

  臨時収入 1,160,894

業務活動収支 6,690,241,251

【投資活動収支】

    税収等収入 24,718,887,991

    国県等補助金収入 24,654,004,576

    使用料及び手数料収入 1,532,222,664

    その他の収入 5,195,467,067

  臨時支出 15,746,073

    移転費用支出 37,287,107,104

      補助金等支出 24,763,080,198

      社会保障給付支出 12,195,497,937

      その他の支出 328,528,969

  業務収入 56,100,582,298

    業務費用支出 12,108,648,764

      人件費支出 5,536,611,161

      物件費等支出 6,134,921,080

      支払利息支出 371,058,195

      その他の支出 66,058,328

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 49,395,755,868


