
【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 127,600,109,376   固定負債 45,730,924,214

    有形固定資産 116,711,673,474     地方債等 31,136,355,552

      事業用資産 51,232,806,768     長期未払金 126,274

        土地 30,034,644,983     退職手当引当金 1,125,015,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 13,469,427,388

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,559,413,602

        建物 51,929,641,467     １年内償還予定地方債等 3,701,937,775

        建物減価償却累計額 -31,408,890,972     未払金 228,887,115

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,691,795,444     前受金 218,953

        工作物減価償却累計額 -1,014,384,154     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 262,572,346

        船舶 -     預り金 362,580,803

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,216,610

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 50,290,337,816

        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 132,634,011,376

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -45,284,426,446

        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 64,159,739,586

        土地 560,360,061

        土地減損損失累計額 -

        建物 812,701,239

        建物減価償却累計額 -242,483,697

        建物減損損失累計額 -

        工作物 138,726,912,296

        工作物減価償却累計額 -76,316,386,717

        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 613,191,594

      物品 4,364,255,608

      物品減価償却累計額 -3,045,128,488

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,225,200,003

      ソフトウェア 19,527,372

      その他 3,205,672,631

    投資その他の資産 7,663,235,899

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      長期延滞債権 620,721,336

      長期貸付金 135,660,398

      基金 6,415,273,907

        減債基金 179,478,887

        その他 6,235,795,020

      その他 -

      徴収不能引当金 -40,211,742

  流動資産 10,039,813,370

    現金預金 3,699,935,441

    未収金 1,310,656,917

    短期貸付金 -

    基金 5,033,902,000

      財政調整基金 5,033,902,000

      減債基金 -

    棚卸資産 3,871,284

    その他 8,106,660

    徴収不能引当金 -16,658,932

  繰延資産 - 純資産合計 87,349,584,930

資産合計 137,639,922,746 負債及び純資産合計 137,639,922,746

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）

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 47,754,521,267

    業務費用 15,186,055,834

      人件費 4,509,318,638

        職員給与費 3,659,883,996

        賞与等引当金繰入額 15,239,972

        退職手当引当金繰入額 -148,091,468

        その他 982,286,138

      物件費等 10,094,493,859

        物件費 5,328,623,855

        維持補修費 269,647,812

        減価償却費 4,483,438,582

        その他 12,783,610

      その他の業務費用 582,243,337

        支払利息 365,182,472

        徴収不能引当金繰入額 142,583,989

        その他 74,476,876

    移転費用 32,568,465,433

      補助金等 27,495,875,635

      社会保障給付 5,030,951,702

      その他 41,638,096

  経常収益 2,409,206,189

    使用料及び手数料 1,507,942,998

    その他 901,263,191

純経常行政コスト 45,345,315,078

  臨時損失 15,781,893

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 35,820

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,746,073

  臨時利益 19,699,082

    資産売却益 18,538,188

    その他 1,160,894

純行政コスト 45,341,397,889



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 86,296,965,914 134,677,080,433 -48,380,114,519 -

  純行政コスト（△） -45,341,397,889 -45,341,397,889 -

  財源 45,636,770,077 45,636,770,077 -

    税収等 23,079,399,729 23,079,399,729 -

    国県等補助金 22,557,370,348 22,557,370,348 -

  本年度差額 295,372,188 295,372,188 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,445,446,525 2,445,446,525

    有形固定資産等の増加 3,504,028,203 -3,504,028,203

    有形固定資産等の減少 -5,081,801,902 5,081,801,902

    貸付金・基金等の増加 1,833,233,291 -1,833,233,291

    貸付金・基金等の減少 -2,700,906,117 2,700,906,117

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 402,377,468 402,377,468

  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 354,869,360 - 354,869,360

  本年度純資産変動額 1,052,619,016 -2,043,069,057 3,095,688,073 -

本年度末純資産残高 87,349,584,930 132,634,011,376 -45,284,426,446 -

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：全体会計 （単位：円）

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 43,353,090,470

    業務費用支出 10,535,605,419

      人件費支出 4,650,054,625

      物件費等支出 5,455,266,798

      支払利息支出 365,182,472

      その他の支出 65,101,524

    移転費用支出 32,817,485,051

      補助金等支出 27,744,895,253

      社会保障給付支出 5,030,951,702

      その他の支出 41,638,096

  業務収入 46,968,999,066

    税収等収入 22,941,994,127

    国県等補助金収入 21,709,133,693

    使用料及び手数料収入 1,414,506,764

    その他の収入 903,364,482

  臨時支出 15,746,073

    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 3,601,323,417

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,317,726,258

    公共施設等整備費支出 2,839,254,240

    基金積立金支出 1,475,472,018

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,108,811,264

    国県等補助金収入 513,300,866

    基金取崩収入 2,185,413,300

    貸付金元金回収収入 4,131,000

    資産売却収入 -56,852,576

    その他の収入 462,818,674

投資活動収支 -1,208,914,994

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,994,905,775

    地方債等償還支出 3,994,905,775

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,593,660,000

    地方債等発行収入 2,593,660,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 294,506,757

本年度歳計外現金増減額 19,626,761

本年度末歳計外現金残高 314,133,518

本年度末現金預金残高 3,699,935,441

財務活動収支 -1,401,245,775

本年度資金収支額 991,162,648

前年度末資金残高 2,394,639,275

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,385,801,923


