
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産       9,839,295,338 　固定負債       5,097,275,202

　　有形固定資産       9,382,545,512 　　地方債等       3,948,902,130

　　　事業用資産       4,218,935,791 　　長期未払金                  －

　　　　土地       1,119,461,375 　　退職手当引当金         793,876,317

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       8,598,121,279 　　その他         354,496,755

　　　　建物減価償却累計額     △5,957,486,520 　流動負債         568,140,049

　　　　工作物         798,257,703 　　1年内償還予定地方債等         502,842,909

　　　　工作物減価償却累計額       △382,880,786 　　未払金           1,445,076

　　　　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          58,827,606

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,607,732

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他             416,726

　　　　その他                  － 負債合計       5,665,415,251

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          43,462,740 　固定資産等形成分      11,184,530,655

　　　インフラ資産       4,892,650,546 　余剰分（不足分）     △4,772,356,993

　　　　土地         178,085,268 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         127,000,957

　　　　建物減価償却累計額        △68,838,731

　　　　工作物      14,679,874,913

　　　　工作物減価償却累計額    △10,057,903,927

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          34,432,066

　　　物品       1,058,161,318

　　　物品減価償却累計額       △787,202,143

　　無形固定資産           4,988,236

　　　ソフトウェア           4,988,236

　　　その他                  －

　　投資その他の資産         451,761,590

　　　投資及び出資金          19,308,256

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          40,306,118

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         394,583,542

　　　　減債基金                  －

　　　　その他         394,583,542

連結

連結貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △2,436,326

　流動資産       2,238,293,575

　　現金預金         849,950,826

　　未収金          37,688,393

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,345,235,317

　　　財政調整基金       1,143,377,317

　　　減債基金         201,858,000

　　棚卸資産           6,800,000

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △1,380,961

　繰延資産                  － 純資産合計       6,412,173,662

資産合計      12,077,588,913 負債及び純資産合計      12,077,588,913



連結

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  6,011,401,337

　業務費用                  2,309,351,434

　　人件費                    955,752,683

　　　職員給与費                    815,485,508

　　　賞与等引当金繰入額                     59,142,606

　　　退職手当引当金繰入額                        912,241

　　　その他                     80,212,328

　　物件費等                  1,282,967,794

　　　物件費                    655,954,250

　　　維持補修費                     59,754,083

　　　減価償却費                    567,259,461

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     70,630,957

　　　支払利息                     26,212,960

　　　徴収不能引当金繰入額                      2,617,041

　　　その他                     41,800,956

　移転費用                  3,702,049,903

　　補助金等                  3,441,730,673

　　社会保障給付                    254,290,662

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      6,028,568

経常収益                    235,626,774

　使用料及び手数料                    125,118,064

　その他                    110,508,710

純経常行政コスト                  5,775,774,563

臨時損失                     19,725,984

　災害復旧事業費                     18,337,694

　資産除売却損                      1,388,290

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                        191,986

　資産売却益                        191,986

　その他                             －

純行政コスト                  5,795,308,561

連結行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



（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 6,300,691,584 11,228,613,275 △4,927,921,691 －

　純行政コスト（△） △5,795,308,561 △5,795,308,561 －

　財源 5,869,840,655 5,869,840,655 －

　　税収等 3,454,613,958 3,454,613,958 －

　　国県等補助金 2,415,226,697 2,415,226,697 －

　本年度差額 74,532,094 74,532,094 －

　固定資産等の変動（内部変動） △64,889,110 64,889,110 －

　　有形固定資産等の増加 472,210,340 △472,210,340 －

　　有形固定資産等の減少 △567,349,752 567,349,752 －

　　貸付金・基金等の増加 273,067,342 △273,067,342 －

　　貸付金・基金等の減少 △242,817,040 242,817,040 －

　資産評価差額 △96,192 △96,192

　無償所管換等 △293,021 △293,021

　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 37,339,197 18,355,866 18,983,331

　その他 － 2,839,837 △2,839,837

　本年度純資産変動額 111,482,078 △44,082,620 155,564,698 －

本年度末純資産残高 6,412,173,662 11,184,530,655 △4,772,356,993 －

連結

連結純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



連結

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  5,429,297,242

　　業務費用支出                  1,727,247,339

　　　人件費支出                    943,515,217

　　　物件費等支出                    716,756,333

　　　支払利息支出                     26,212,960

　　　その他の支出                     40,762,829

　　移転費用支出                  3,702,049,903

　　　補助金等支出                  3,441,730,673

　　　社会保障給付支出                    254,290,662

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                      6,028,568

　業務収入                  6,024,078,023

　　税収等収入                  3,444,792,382

　　国県等補助金収入                  2,360,764,464

　　使用料及び手数料収入                    124,736,825

　　その他の収入                     93,784,352

　臨時支出                     18,337,694

　　災害復旧事業費支出                     18,337,694

　　その他の支出                             －

　臨時収入                      7,221,000

業務活動収支                    583,664,087

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    692,977,304

　　公共施設等整備費支出                    472,203,809

　　基金積立金支出                    193,773,495

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     27,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    243,287,732

　　国県等補助金収入                     33,638,000

　　基金取崩収入                    170,287,434

　　貸付金元金回収収入                     27,000,000

　　資産売却収入                        191,987

　　その他の収入                     12,170,311

投資活動収支                  △449,689,572

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    535,117,658

　　地方債等償還支出                    535,017,075

　　その他の支出                        100,583

　財務活動収入                    473,723,000

　　地方債等発行収入                    472,400,000

　　その他の収入                      1,323,000

財務活動収支                   △61,394,658

本年度資金収支額                     72,579,857

連結資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



前年度末資金残高                    748,554,064

比例連結割合変更に伴う差額                     24,209,173

本年度末資金残高                    845,343,094

前年度末歳計外現金残高                      5,323,826

本年度歳計外現金増減額                      △716,094

本年度末歳計外現金残高                      4,607,732

本年度末現金預金残高                    849,950,826


