
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 168,149,370,877 固定負債 78,370,619,439
有形固定資産 158,953,683,972 地方債等 41,313,097,596
事業用資産 50,027,820,970 長期未払金 -
土地 15,561,031,622 退職手当引当金 4,052,812,266
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 60,633,817,834 その他 33,004,709,577
建物減価償却累計額 △ 28,210,511,226 流動負債 7,240,205,884
工作物 2,000,853,639 １年内償還予定地方債等 5,961,300,119
工作物減価償却累計額 △ 1,112,001,763 未払金 710,663,214
船舶 469,333,531 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 311,799,022 前受金 1,364,903
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 314,540,220
航空機 - 預り金 250,469,878
航空機減価償却累計額 - その他 1,867,550
その他 1,541,182,474 85,610,825,323
その他減価償却累計額 △ 1,102,536,640 【純資産の部】
建設仮勘定 558,450,521 固定資産等形成分 172,404,538,513

インフラ資産 106,875,867,412 余剰分（不足分） △ 80,747,339,906
土地 6,029,234,319 他団体出資等分 -

建物 5,427,245,897

建物減価償却累計額 △ 489,452,745

工作物 125,932,494,246

工作物減価償却累計額 △ 39,647,629,129

その他 6,723,835,850

その他減価償却累計額 △ 1,985,322,124

建設仮勘定 4,885,461,098

物品 5,372,241,287

物品減価償却累計額 △ 3,322,245,697

無形固定資産 1,143,804,142

ソフトウェア 461,624,057

その他 682,180,085

投資その他の資産 8,051,882,763

投資及び出資金 585,091,897

有価証券 422,501,897

出資金 162,590,000

その他 -

投資損失引当金 △ 256,943,756

長期延滞債権 582,034,375

長期貸付金 345,009,882

基金 6,861,150,153

減債基金 -

その他 6,861,150,153

その他 -

徴収不能引当金 △ 64,459,788

流動資産 9,118,653,053

現金預金 3,977,895,429

未収金 879,792,807

短期貸付金 204,982,223

基金 4,050,185,413

財政調整基金 3,954,911,423

減債基金 95,273,990

棚卸資産 33,750,298

その他 517,485

徴収不能引当金 △ 28,470,602

繰延資産 - 91,657,198,607

177,268,023,930 177,268,023,930資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

経常費用 45,378,071,507
業務費用 19,699,460,816
人件費 6,328,726,021
職員給与費 5,089,003,028
賞与等引当金繰入額 314,540,220
退職手当引当金繰入額 2,971,541
その他 922,211,232

物件費等 11,149,737,849
物件費 4,841,936,916
維持補修費 123,377,131
減価償却費 6,161,815,012
その他 22,608,790

その他の業務費用 2,220,996,946
支払利息 510,283,097
徴収不能引当金繰入額 6,808,972
その他 1,703,904,877

移転費用 25,678,610,691
補助金等 20,953,202,897
社会保障給付 4,720,155,708
その他 5,252,086

経常収益 6,091,890,566
使用料及び手数料 5,289,711,835
その他 802,178,731

純経常行政コスト 39,286,180,941
臨時損失 373,429,426
災害復旧事業費 250,048,843
資産除売却損 21,912,521
損失補償等引当金繰入額 -
その他 101,468,062

臨時利益 28,769,506
資産売却益 976,598
その他 27,792,908

純行政コスト 39,630,840,861

全体行政コスト計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）

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 74,793,910,382 102,990,365,218 △ 28,196,454,836 -
純行政コスト（△） △ 39,630,840,861 △ 39,630,840,861 -
財源 37,317,113,539 37,317,113,539 -
税収等 19,146,569,346 19,146,569,346 -
国県等補助金 18,170,544,193 18,170,544,193 -

本年度差額 △ 2,313,727,322 △ 2,313,727,322 -
固定資産の変動（内部変動） △ 4,301,392,345 4,301,392,345
有形固定資産等の増加 5,460,729,745 △ 5,460,729,745
有形固定資産等の減少 △ 6,258,367,055 6,258,367,055
貸付金・基金等の増加 4,935,840,961 △ 4,935,840,961
貸付金・基金等の減少 △ 8,439,595,996 8,439,595,996

資産評価差額 8,647,182 8,647,182
無償所管換等 73,706,918,458 73,706,918,458
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 △ 54,538,550,093 △ 54,538,550,093
本年度純資産変動額 16,863,288,225 69,414,173,295 △ 52,550,885,070 -
本年度末純資産残高 91,657,198,607 172,404,538,513 △ 80,747,339,906 -

全体純資産変動計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 38,784,912,672
業務費用支出 13,242,031,285
人件費支出 6,311,258,678
物件費等支出 4,753,880,607
支払利息支出 510,283,097
その他の支出 1,666,608,903

移転費用支出 25,542,881,387
補助金等支出 20,817,473,593
社会保障給付支出 4,720,155,708
その他の支出 5,252,086

業務収入 40,719,432,427
税収等収入 17,555,977,499
国県等補助金収入 17,498,849,193
使用料及び手数料収入 5,075,801,970
その他の収入 588,803,765

臨時支出 271,629,081
災害復旧事業費支出 250,048,843
その他の支出 21,580,238

臨時収入 269,677,908
業務活動収支 1,932,568,582
【投資活動収支】
投資活動支出 9,649,710,477
公共施設等整備費支出 5,300,548,215
基金積立金支出 3,683,862,262
投資及び出資金支出 300,000
貸付金支出 665,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 9,396,647,660
国県等補助金収入 1,383,770,208
基金取崩収入 7,114,153,725
貸付金元金回収収入 732,650,500
資産売却収入 2,934,188
その他の収入 163,139,039

投資活動収支 △ 253,062,817
【財務活動収支】
財務活動支出 6,432,692,712
地方債等償還支出 6,279,662,012
その他の支出 153,030,700

財務活動収入 4,988,200,000
地方債等発行収入 4,988,200,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,444,492,712
本年度資金収支額 235,013,053
前年度末資金残高 2,976,365,957
比例連結割合変更に伴う差額 532,892,793
本年度末資金残高 3,744,271,803

前年度末歳計外現金残高 222,539,506
本年度歳計外現金増減額 11,084,120
本年度末歳計外現金残高 233,623,626
本年度末現金預金残高 3,977,895,429

全体資金収支計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


