
一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 989,693,255          　固定負債 951,951,456          

　　有形固定資産 790,257,951          　　地方債 268,703,205          

　　　事業用資産 294,708,626          　　長期未払金 -                        

　　　　土地 83,682,865           　　退職手当引当金 678,558,043          

　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        

　　　　建物 768,439,683          　　その他 4,690,208             

　　　　建物減価償却累計額 -613,241,182        　流動負債 210,188,011          

　　　　工作物 159,526,299          　　1年内償還予定地方債 134,434,724          

　　　　工作物減価償却累計額 -103,699,039        　　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 73,927,399           

　　　　航空機 -                        　　預り金 100,000               

　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 1,725,888             

　　　　その他 -                        負債合計 1,162,139,467       

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

　　　　建設仮勘定 -                        　固定資産等形成分 989,693,255          

　　　インフラ資産 333,478,132          　余剰分（不足分） -1,135,369,006      

　　　　土地 -                        

　　　　建物 36,207,483           

　　　　建物減価償却累計額 -7,593,738           

　　　　工作物 867,404,743          

　　　　工作物減価償却累計額 -562,540,356        

　　　　その他 -                        

　　　　その他減価償却累計額 -                        

　　　　建設仮勘定 -                        

　　　物品 982,695,080          

　　　物品減価償却累計額 -820,623,887        

　　無形固定資産 -                        

　　　ソフトウェア -                        

　　　その他 -                        

　　投資その他の資産 199,435,304          

　　　投資及び出資金 -                        

　　　　有価証券 -                        

　　　　出資金 -                        

　　　　その他 -                        

　　　投資損失引当金 -                        

　　　長期延滞債権 -                        

　　　長期貸付金 -                        

　　　基金 199,435,304          

　　　　減債基金 -                        

　　　　その他 199,435,304          

　　　その他 -                        

　　　徴収不能引当金 -                        

　流動資産 26,770,461           

　　現金預金 26,770,461           

　　未収金 -                        

　　短期貸付金 -                        

　　基金 -                        

　　　財政調整基金 -                        

　　　減債基金 -                        

　　棚卸資産 -                        

　　その他 -                        

　　徴収不能引当金 -                        純資産合計 -145,675,751        

資産合計 1,016,463,716       負債及び純資産合計 1,016,463,716       

貸借対照表
令和3年3月31日現在



一般会計等 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 1,350,396,700                  

　　業務費用 1,341,945,109                  

　　　人件費 1,054,067,381                  

　　　　職員給与費 967,448,018                    

　　　　賞与等引当金繰入額 73,927,399                      

　　　　退職手当引当金繰入額 10,481,650                      

　　　　その他 2,210,314                        

　　　物件費等 285,650,716                    

　　　　物件費 103,881,311                    

　　　　維持補修費 14,443,661                      

　　　　減価償却費 167,325,744                    

　　　　その他 -                                   

　　　その他の業務費用 2,227,012                        

　　　　支払利息 1,326,056                        

　　　　徴収不能引当金繰入額 -                                   

　　　　その他 900,956                          

　　移転費用 8,451,591                        

　　　補助金等 7,732,191                        

　　　社会保障給付 -                                   

　　　他会計への繰出金 -                                   

　　　その他 719,400                          

　経常収益 10,978,118                      

　　使用料及び手数料 1,521,650                        

　　その他 9,456,468                        

純経常行政コスト 1,339,418,582                  

　臨時損失 -                                   

　　災害復旧事業費 -                                   

　　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 -                                   

　　その他 -                                   

　臨時利益 39,999                           

　　資産売却益 39,999                           

　　その他 -                                   

純行政コスト 1,339,378,583                  

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



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

一般会計等 （単位：円）

科目 合計 余剰分

（不足分）

前年度末純資産残高 -92,427,258             1,128,821,238           -1,221,248,496         

　純行政コスト（△） -1,339,378,583         -1,339,378,583         

　財源 1,286,130,000           1,286,130,000           

　　税収等 1,286,130,000           1,286,130,000           

　　国県等補助金 -                            -                            

　本年度差額 -53,248,583             -53,248,583             

　固定資産等の変動（内部変動） -139,127,983            139,127,983             

　　有形固定資産等の増加 48,166,340               -48,166,340             

　　有形固定資産等の減少 -167,325,745            167,325,745             

　　貸付金・基金等の増加 30,031,422               -30,031,422             

　　貸付金・基金等の減少 -50,000,000             50,000,000               

　資産評価差額 -                            -                            

　無償所管換等 -                            -                            

　その他 90                          -                            90                          

　本年度純資産変動額 -53,248,493             -139,127,983            85,879,490               

本年度末純資産残高 -145,675,751            989,693,255             -1,135,369,006         

固定資産
等形成分



一般会計等 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 1,173,185,468            
　　業務費用支出 1,164,733,877            
　　　人件費支出 1,044,181,893            
　　　物件費等支出 118,324,972              
　　　支払利息支出 1,326,056                  
　　　その他の支出 900,956                    
　　移転費用支出 8,451,591                  
　　　補助金等支出 7,732,191                  
　　　社会保障給付支出 -                             
　　　他会計への繰出支出 -                             
　　　その他の支出 719,400                    
　業務収入 1,297,108,118            
　　税収等収入 1,286,130,000            
　　国県等補助金収入 -                             
　　使用料及び手数料収入 1,521,650                  
　　その他の収入 9,456,468                  
　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 123,922,650              
【投資活動収支】
　投資活動支出 74,739,362                
　　公共施設等整備費支出 44,707,940                
　　基金積立金支出 30,031,422                
　　投資及び出資金支出 -                             
　　貸付金支出 -                             
　　その他の支出 -                             
　投資活動収入 50,040,000                
　　国県等補助金収入 -                             
　　基金取崩収入 50,000,000                
　　貸付金元金回収収入 -                             
　　資産売却収入 40,000                      
　　その他の収入 -                             
投資活動収支 -24,699,362              
【財務活動収支】
　財務活動支出 137,139,926              
　　地方債償還支出 135,468,798              
　　その他の支出 1,671,128                  
　財務活動収入 39,900,000                
　　地方債発行収入 39,900,000                
　　その他の収入 -                             
財務活動収支 -97,239,926              
本年度資金収支額 1,983,362                  
前年度末資金残高 24,687,099                

本年度末資金残高 26,670,461                

前年度末歳計外現金残高 100,000                    
本年度歳計外現金増減額 -                             
本年度末歳計外現金残高 100,000                    

本年度末現金預金残高 26,770,461                

科目 金額

資金収支計算書

至  令和3年3月31日
自  令和2年4月1日



連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 990,515,928          　固定負債 951,951,456          

　　有形固定資産 790,257,951          　　地方債 268,703,205          

　　　事業用資産 294,708,626          　　長期未払金 -                        

　　　　土地 83,682,865           　　退職手当引当金 678,558,043          

　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        

　　　　建物 768,439,683          　　その他 4,690,208             

　　　　建物減価償却累計額 -613,241,182        　流動負債 210,188,026          

　　　　工作物 159,526,299          　　1年内償還予定地方債 134,434,724          

　　　　工作物減価償却累計額 -103,699,039        　　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 73,927,414           

　　　　航空機 -                        　　預り金 100,000               

　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 1,725,888             

　　　　その他 -                        負債合計 1,162,139,482       

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

　　　　建設仮勘定 -                        　固定資産等形成分 990,516,520          

　　　インフラ資産 333,478,132          　余剰分（不足分） -1,135,208,434      

　　　　土地 -                        　他団体出資等分 -                        

　　　　建物 36,207,483           

　　　　建物減価償却累計額 -7,593,738           

　　　　工作物 867,404,743          

　　　　工作物減価償却累計額 -562,540,356        

　　　　その他 -                        

　　　　その他減価償却累計額 -                        

　　　　建設仮勘定 -                        

　　　物品 982,695,080          

　　　物品減価償却累計額 -820,623,887        

　　無形固定資産 -                        

　　　ソフトウェア -                        

　　　その他 -                        

　　投資その他の資産 200,257,977          

　　　投資及び出資金 -                        

　　　　有価証券 -                        

　　　　出資金 -                        

　　　　その他 -                        

　　　長期延滞債権 -                        

　　　長期貸付金 1,239                   

　　　基金 200,256,738          

　　　　減債基金 -                        

　　　　その他 200,256,738          

　　　その他 -                        

　　　徴収不能引当金 -                        

　流動資産 26,931,640           

　　現金預金 26,931,048           

　　未収金 -                        

　　短期貸付金 517                     

　　基金 75                       

　　　財政調整基金 75                       

　　　減債基金 -                        

　　棚卸資産 -                        

　　その他 -                        

　　徴収不能引当金 -                        純資産合計

   繰延資産 -                        純資産合計 -144,691,914        

資産合計 1,017,447,568       負債及び純資産合計 1,017,447,568       

連結貸借対照表
令和3年3月31日現在



連結会計 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 1,350,210,305                

　　業務費用 1,342,010,914                

　　　人件費 1,054,128,996                

　　　　職員給与費 967,448,169                   

　　　　賞与等引当金繰入額 73,927,414                    

　　　　退職手当引当金繰入額 10,481,650                    

　　　　その他 2,271,763                      

　　　物件費等 285,654,906                   

　　　　物件費 103,885,501                   

　　　　維持補修費 14,443,661                    

　　　　減価償却費 167,325,744                   

　　　　その他 -                                 

　　　その他の業務費用 2,227,012                      

　　　　支払利息 1,326,056                      

　　　　徴収不能引当金繰入額 -                                 

　　　　その他 900,956                        

　　移転費用 8,199,391                      

　　　補助金等 7,433,341                      

　　　社会保障給付 -                                 

　　　その他 766,050                        

　経常収益 10,980,799                    

　　使用料及び手数料 1,521,650                      

　　その他 9,459,149                      

純経常行政コスト 1,339,229,506                

　臨時損失 -                                 

　　災害復旧事業費 -                                 

　　資産除売却損 -                                 

　　損失補償等引当金繰入額 -                                 

　　その他 -                                 

　臨時利益 39,999                          

　　資産売却益 39,999                          

　　その他 -                                 

純行政コスト 1,339,189,507                

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



連結会計 （単位：円） （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 -91,320,557             1,129,757,086          -1,221,077,643         -                           

　純行政コスト（△） -1,339,189,507         -1,339,189,507         -                           

　財源 1,285,932,387          1,285,932,387          -                           

　　税収等 1,285,932,387          1,285,932,387          -                           

　　国県等補助金 -                           -                           -                           

　本年度差額 -53,257,120             -53,257,120             -                           

　固定資産等の変動（内部変動） -139,146,445           139,146,445             

　　有形固定資産等の増加 48,166,340              -48,166,340             

　　有形固定資産等の減少 -167,325,745           167,325,745             

　　貸付金・基金等の増加 30,032,418              -30,032,418             

　　貸付金・基金等の減少 -50,019,458             50,019,458              

　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 -114,327                 -94,121                  -20,206                  -                           

　その他 90                         -                           90                         -                           

　本年度純資産変動額 -53,371,357             -139,240,566           85,869,209              -                           

本年度末純資産残高 -144,691,914           990,516,520             -1,135,208,434         -                           

他団体出資等分

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



連結会計 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 1,172,999,073            
　　業務費用支出 1,164,799,682            
　　　人件費支出 1,044,243,508            
　　　物件費等支出 118,329,162              
　　　支払利息支出 1,326,056                  
　　　その他の支出 900,956                    
　　移転費用支出 8,199,391                  
　　　補助金等支出 7,433,341                  
　　　社会保障給付支出 -                             
　　　その他の支出 766,050                    
　業務収入 1,296,912,904            
　　税収等収入 1,285,932,214            
　　国県等補助金収入 -                             
　　使用料及び手数料収入 1,521,650                  
　　その他の収入 9,459,040                  
　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 123,913,831              
【投資活動収支】 -                             
　投資活動支出 74,740,248                
　　公共施設等整備費支出 44,707,940                
　　基金積立金支出 30,032,233                
　　投資及び出資金支出 -                             
　　貸付金支出 75                           
　　その他の支出 -                             
　投資活動収入 50,059,629                
　　国県等補助金収入 -                             
　　基金取崩収入 50,018,819                
　　貸付金元金回収収入 638                          
　　資産売却収入 40,000                      
　　その他の収入 172                          
投資活動収支 -24,680,619              
【財務活動収支】 -                             
　財務活動支出 137,139,926              
　　地方債償還支出 135,468,798              
　　その他の支出 1,671,128                  
　財務活動収入 39,900,000                
　　地方債発行収入 39,900,000                
　　その他の収入 -                             
財務活動収支 -97,239,926              
本年度資金収支額 1,993,286                  
前年度末資金残高 24,857,967                
比例連結割合変更に伴う差額 -20,205                    

本年度末資金残高 26,831,048                

前年度末歳計外現金残高 100,000                    
本年度歳計外現金増減額 -                             
本年度末歳計外現金残高 100,000                    

本年度末現金預金残高 26,931,048                

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 金額




