
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 59,111,315,681   固定負債 7,276,484,807

    有形固定資産 55,683,594,981     地方債 6,517,184,316

      事業用資産 14,603,011,511     長期未払金 -

        土地 623,577,300     退職手当引当金 746,162,646

        立木竹 6,421,981,300     損失補償等引当金 -

        建物 16,835,519,620     その他 13,137,845

        建物減価償却累計額 -10,200,321,656   流動負債 837,898,555

        工作物 562,394,584     １年内償還予定地方債 746,867,594

        工作物減価償却累計額 -39,670,737     未払金 -

        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 69,837,000

        航空機 -     預り金 8,891,961

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,302,000

        その他 - 負債合計 8,114,383,362

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 399,531,100   固定資産等形成分 60,576,474,620

      インフラ資産 40,612,651,296   余剰分（不足分） -7,804,007,708

        土地 123,046,560

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 142,495,248,625

        工作物減価償却累計額 -102,005,643,889

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,572,859,688

      物品減価償却累計額 -1,104,927,514

    無形固定資産 9,840,818

      ソフトウェア 9,840,818

      その他 -

    投資その他の資産 3,417,879,882

      投資及び出資金 95,527,000

        有価証券 3,150,000

        出資金 92,377,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17,592,691

      長期貸付金 69,706,560

      基金 3,235,478,631

        減債基金 500,278,641

        その他 2,735,199,990

      その他 -

      徴収不能引当金 -425,000

  流動資産 1,775,534,593

    現金預金 231,653,220

    未収金 8,889,434

    短期貸付金 -

    基金 1,465,158,939

      財政調整基金 1,465,158,939

      減債基金 -

    棚卸資産 69,845,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,000 純資産合計 52,772,466,912

資産合計 60,886,850,274 負債及び純資産合計 60,886,850,274

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,079,531,820

    その他 -

  臨時利益 24,090,497

    資産売却益 24,090,497

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 9,103,622,317

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 533,289,359

    使用料及び手数料 218,893,692

    その他 314,395,667

      社会保障給付 452,260,518

      他会計への繰出金 548,335,238

      その他 12,308,415

        その他 45,296,974

    移転費用 3,449,426,421

      補助金等 2,436,522,250

      その他の業務費用 72,145,599

        支払利息 26,805,625

        徴収不能引当金繰入額 43,000

        維持補修費 212,935,594

        減価償却費 3,475,760,155

        その他 2,768,952

        その他 110,382,200

      物件費等 5,033,907,366

        物件費 1,342,442,665

        職員給与費 901,213,090

        賞与等引当金繰入額 69,837,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,636,911,676

    業務費用 6,187,485,255

      人件費 1,081,432,290

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 55,249,818,239 63,017,302,337 -7,767,484,098

  純行政コスト（△） -9,079,531,820 -9,079,531,820

  財源 6,602,180,493 6,602,180,493

    税収等 4,892,218,565 4,892,218,565

    国県等補助金 1,709,961,928 1,709,961,928

  本年度差額 -2,477,351,327 -2,477,351,327

  固定資産等の変動（内部変動） -2,440,827,717 2,440,827,717

    有形固定資産等の増加 1,149,362,956 -1,149,362,956

    有形固定資産等の減少 -3,475,760,155 3,475,760,155

    貸付金・基金等の増加 208,585,222 -208,585,222

    貸付金・基金等の減少 -323,015,740 323,015,740

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,477,351,327 -2,440,827,717 -36,523,610

本年度末純資産残高 52,772,466,912 60,576,474,620 -7,804,007,708

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：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 11,499,739

本年度歳計外現金増減額 -2,607,778

本年度末歳計外現金残高 8,891,961

本年度末現金預金残高 231,653,220

    その他の収入 -

財務活動収支 108,422,404

本年度資金収支額 87,235,912

前年度末資金残高 135,525,347

本年度末資金残高 222,761,259

  財務活動支出 813,898,596

    地方債償還支出 788,732,421

    その他の支出 25,166,175

  財務活動収入 922,321,000

    地方債発行収入 922,321,000

    貸付金元金回収収入 109,677,740

    資産売却収入 24,090,497

    その他の収入 -

投資活動収支 -745,148,465

【財務活動収支】

    貸付金支出 106,780,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 599,256,237

    国県等補助金収入 252,150,000

    基金取崩収入 213,338,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,344,404,702

    公共施設等整備費支出 1,149,362,956

    基金積立金支出 68,261,746

    投資及び出資金支出 20,000,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 723,961,973

  業務収入 6,872,871,966

    税収等収入 4,894,597,140

    国県等補助金収入 1,457,811,928

    使用料及び手数料収入 219,364,689

    その他の収入 301,098,209

    移転費用支出 3,449,426,421

      補助金等支出 2,436,522,250

      社会保障給付支出 452,260,518

      他会計への繰出支出 548,335,238

      その他の支出 12,308,415

    業務費用支出 2,699,483,572

      人件費支出 1,079,653,290

      物件費等支出 1,558,147,211

      支払利息支出 26,805,625

      その他の支出 34,877,446

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,148,909,993



【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 68,864,824,726   固定負債 12,402,755,387

    有形固定資産 65,326,881,714     地方債等 8,873,720,949

      事業用資産 17,191,220,184     長期未払金 -

        土地 636,041,874     退職手当引当金 935,033,476

        立木竹 6,421,981,300     損失補償等引当金 -

        建物 20,899,270,110     その他 2,594,000,962

        建物減価償却累計額 -11,847,355,536   流動負債 1,239,017,470

        工作物 957,096,017     １年内償還予定地方債等 993,638,518

        工作物減価償却累計額 -275,344,681     未払金 64,005,050

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 18,330,100

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 141,180,767

        航空機 -     預り金 8,894,961

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,968,074

        その他 - 負債合計 13,641,772,857

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 399,531,100   固定資産等形成分 70,329,983,665

      インフラ資産 46,997,282,981   余剰分（不足分） -12,016,260,115

        土地 142,099,967   他団体出資等分 -

        建物 959,288,607

        建物減価償却累計額 -364,007,944

        工作物 156,220,170,918

        工作物減価償却累計額 -110,199,724,429

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 239,455,862

      物品 4,353,211,268

      物品減価償却累計額 -3,214,832,719

    無形固定資産 14,254,707

      ソフトウェア 14,254,707

      その他 -

    投資その他の資産 3,523,688,305

      投資及び出資金 95,527,000

        有価証券 3,150,000

        出資金 92,377,000

        その他 -

      長期延滞債権 36,674,178

      長期貸付金 69,706,560

      基金 3,319,858,567

        減債基金 500,278,641

        その他 2,819,579,926

      その他 2,830,000

      徴収不能引当金 -908,000

  流動資産 3,090,671,681

    現金預金 1,245,656,875

    未収金 294,789,403

    短期貸付金 -

    基金 1,465,158,939

      財政調整基金 1,465,158,939

      減債基金 -

    棚卸資産 81,134,970

    その他 3,943,494

    徴収不能引当金 -12,000

  繰延資産 - 純資産合計 58,313,723,550

資産合計 71,955,496,407 負債及び純資産合計 71,955,496,407

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 24,090,497

    その他 31,115,387

純行政コスト 11,221,561,716

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 55,205,884

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 990,703,242

    その他 410,096,742

純経常行政コスト 11,276,767,600

      社会保障給付 452,349,318

      その他 12,504,615

  経常収益 1,400,799,984

        その他 73,391,633

    移転費用 4,237,581,028

      補助金等 3,772,727,095

      その他の業務費用 139,747,713

        支払利息 65,830,080

        徴収不能引当金繰入額 526,000

        維持補修費 248,134,369

        減価償却費 4,041,060,763

        その他 3,875,593

        その他 375,120,675

      物件費等 6,119,689,244

        物件費 1,826,618,519

        職員給与費 1,666,821,116

        賞与等引当金繰入額 132,605,279

        退職手当引当金繰入額 6,002,529

  経常費用 12,677,567,584

    業務費用 8,439,986,556

      人件費 2,180,549,599

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 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 60,467,304,225 73,064,884,181 -12,597,579,956 -

  純行政コスト（△） -11,221,561,716 -11,221,561,716 -

  財源 8,880,374,039 8,880,374,039 -

    税収等 6,398,892,567 6,398,892,567 -

    国県等補助金 2,481,481,472 2,481,481,472 -

  本年度差額 -2,341,187,677 -2,341,187,677 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,922,507,518 2,922,507,518

    有形固定資産等の増加 1,239,886,862 -1,239,886,862

    有形固定資産等の減少 -4,055,798,347 4,055,798,347

    貸付金・基金等の増加 232,531,165 -232,531,165

    貸付金・基金等の減少 -339,127,198 339,127,198

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 187,607,002 187,607,002 -

  本年度純資産変動額 -2,153,580,675 -2,734,900,516 581,319,841 -

本年度末純資産残高 58,313,723,550 70,329,983,665 -12,016,260,115 -

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）

前年度末歳計外現金残高 11,499,739

本年度歳計外現金増減額 -2,607,778

本年度末歳計外現金残高 8,891,961

本年度末現金預金残高 1,245,656,875

財務活動収支 -104,919,321

本年度資金収支額 34,115,784

前年度末資金残高 1,202,649,130

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,236,764,914

    地方債等償還支出 1,030,074,146

    その他の支出 25,166,175

  財務活動収入 950,321,000

    地方債等発行収入 950,321,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 38,766,581

    その他の収入 98,499,387

投資活動収支 -944,968,060

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,055,240,321

    その他の支出 -

  投資活動収入 749,241,708

    国県等補助金収入 272,926,000

    基金取崩収入 229,372,000

    貸付金元金回収収入 109,677,740

  投資活動支出 1,694,209,768

    公共施設等整備費支出 1,473,988,779

    基金積立金支出 91,670,989

    投資及び出資金支出 20,000,000

    貸付金支出 108,550,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 31,115,387

業務活動収支 1,084,003,165

【投資活動収支】

    税収等収入 6,212,832,584

    国県等補助金収入 2,229,331,472

    使用料及び手数料収入 864,395,586

    その他の収入 358,543,900

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,237,581,028

      補助金等支出 3,772,727,095

      社会保障給付支出 452,349,318

      その他の支出 12,504,615

  業務収入 9,665,103,542

    業務費用支出 4,374,634,736

      人件費支出 2,174,828,069

      物件費等支出 2,089,334,582

      支払利息支出 65,830,080

      その他の支出 44,642,005

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,612,215,764


