
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 48,897,815,290 固定負債 19,763,373,247

有形固定資産 42,192,953,413 地方債等 15,953,434,174

事業用資産 12,971,664,573 長期未払金 -

土地 5,746,832,946 退職手当引当金 1,959,215,586

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 15,675,647,870 その他 1,850,723,487

建物減価償却累計額 △10,282,253,434 流動負債 2,006,937,208

工作物 3,374,745,486 1年内償還予定地方債等 1,434,966,808

工作物減価償却累計額 △1,602,090,695 未払金 260,927,794

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 438,511

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 152,455,060

航空機 - 預り金 153,599,487

航空機減価償却累計額 - その他 4,549,548

その他 - 21,770,310,455

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 58,782,400 固定資産等形成分 50,603,428,082

インフラ資産 28,571,090,400 余剰分（不足分） △19,315,120,681

土地 540,117,906 他団体出資等分 4,737,216

建物 2,154,991,587

建物減価償却累計額 △845,683,866

工作物 90,249,954,048

工作物減価償却累計額 △63,698,639,439

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 170,350,164

物品 3,904,956,191

物品減価償却累計額 △3,254,757,751

無形固定資産 22,604,870

ソフトウェア 21,873,588

その他 731,282

投資その他の資産 6,682,257,007

投資及び出資金 286,748,120

有価証券 -

出資金 286,748,120

その他 -

長期延滞債権 79,439,913

長期貸付金 8,293,957

基金 6,309,713,705

減債基金 483,705,428

その他 5,826,008,277

その他 1,596,851

徴収不能引当金 △3,535,539

流動資産 4,165,539,782

現金預金 2,136,235,043

未収金 304,659,310

短期貸付金 76,340

基金 1,705,536,452

財政調整基金 1,705,536,452

減債基金 -

棚卸資産 21,491,859

その他 20,600

徴収不能引当金 △2,479,822

繰延資産 - 31,293,044,617

53,063,355,072 53,063,355,072

【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和３年３月31日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 16,368,783,009

業務費用 7,949,060,768

人件費 2,503,653,592

職員給与費 2,023,861,203

賞与等引当金繰入額 148,219,760

退職手当引当金繰入額 3,202,300

その他 328,370,329

物件費等 5,132,655,344

物件費 2,579,129,425

維持補修費 153,322,232

減価償却費 2,391,484,114

その他 8,719,573

その他の業務費用 312,751,832

支払利息 163,841,937

徴収不能引当金繰入額 3,051,426

その他 145,858,469

移転費用 8,419,722,241

補助金等 5,805,208,378

社会保障給付 2,530,208,861

その他 84,305,002

経常収益 2,148,603,295

使用料及び手数料 1,565,937,886

その他 582,665,409

純経常行政コスト 14,220,179,714

臨時損失 106,413,474

災害復旧事業費 105,639,057

資産除売却損 774,417

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 1,379,253

資産売却益 876,864

その他 502,389

純行政コスト 14,325,213,935

【様式第２号】

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



（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 31,756,488,852 49,482,035,501 △17,749,108,324 23,561,675

純行政コスト（△） △14,325,213,935 △14,306,389,476 △18,824,459

財源 13,941,160,428 13,941,160,428 -

税収等 7,896,875,649 7,896,875,649 -

国県等補助金 6,044,284,779 6,044,284,779 -

本年度差額 △384,053,507 △365,229,048 △18,824,459

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 2,108,160

無償所管換等 47,635,979

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更等に伴う差額 △147,487,097

その他 18,352,230

本年度純資産変動額 △463,444,235 1,121,392,581 △1,566,012,357 △18,824,459

本年度末純資産残高 31,293,044,617 50,603,428,082 △19,315,120,681 4,737,216

【様式第３号】

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

省 略


