
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 13,638,987,191 固定負債 6,183,018,838

有形固定資産 12,939,893,261 地方債等 4,672,220,832

事業用資産 4,396,689,483 長期未払金 1,727,301

土地 2,258,240,558 退職手当引当金 980,518,790

立木竹 76,629,189 損失補償等引当金 -

建物 9,493,892,956 その他 528,551,915

建物減価償却累計額 △7,677,117,447 流動負債 641,787,510

工作物 539,553,341 1年内償還予定地方債等 499,273,938

工作物減価償却累計額 △320,359,114 未払金 10,441,704

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 72,276,323

航空機 - 預り金 5,801,793

航空機減価償却累計額 - その他 53,993,752

その他 - 6,824,806,348

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 25,850,000 固定資産等形成分 14,395,137,856

インフラ資産 8,329,132,579 余剰分（不足分） △6,254,280,910

土地 355,390,418 他団体出資等分 -

建物 94,370,981

建物減価償却累計額 △58,210,150

工作物 21,484,042,070

工作物減価償却累計額 △13,594,880,574

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 48,419,834

物品 684,373,314

物品減価償却累計額 △470,302,115

無形固定資産 18,053,923

ソフトウェア 18,053,923

その他 -

投資その他の資産 681,040,007

投資及び出資金 26,072,000

有価証券 23,210,000

出資金 2,862,000

その他 -

長期延滞債権 131,739,006

長期貸付金 4,036,045

基金 524,884,165

減債基金 51,994,416

その他 472,889,749

その他 -

徴収不能引当金 △5,691,209

流動資産 1,326,676,103

現金預金 523,190,686

未収金 51,735,005

短期貸付金 468,085

基金 755,682,580

財政調整基金 755,682,580

減債基金 -

棚卸資産 8,200,678

その他 21,471

徴収不能引当金 △12,622,402
繰延資産 - 8,140,856,946

14,965,663,294 14,965,663,294

【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 6,968,511,496

業務費用 2,741,873,424

人件費 935,762,638

職員給与費 790,369,730

賞与等引当金繰入額 72,276,323

退職手当引当金繰入額 8,181,920

その他 64,934,665

物件費等 1,677,432,267

物件費 968,551,981

維持補修費 90,723,886

減価償却費 618,152,056

その他 4,344

その他の業務費用 128,678,519

支払利息 51,443,290

徴収不能引当金繰入額 5,112,619

その他 72,122,610

移転費用 4,226,638,072

補助金等 2,541,134,906

社会保障給付 1,684,053,543

その他 1,449,623

経常収益 305,859,491

使用料及び手数料 221,980,674

その他 83,878,817

純経常行政コスト 6,662,652,005

臨時損失 369,035

災害復旧事業費 -

資産除売却損 102,725

損失補償等引当金繰入額 -

その他 266,310

臨時利益 239,811

資産売却益 238,536

その他 1,275

純行政コスト 6,662,781,229

【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 8,017,894,611 14,563,196,847 △6,545,302,236 -

純行政コスト（△） △6,662,781,229 △6,662,781,229 -

財源 6,771,386,232 6,771,386,232 -

税収等 3,733,487,013 3,733,487,013 -

国県等補助金 3,037,899,219 3,037,899,219 -

本年度差額 108,605,003 108,605,003 -

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 △4,290,000

無償所管換等 19,340,127

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 △692,795

その他 -

本年度純資産変動額 122,962,335 △168,058,991 291,021,326 -

本年度末純資産残高 8,140,856,946 14,395,137,856 △6,254,280,910 -

【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


