
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 14,260,628,931   固定負債 4,290,965,212

    有形固定資産 12,823,466,074     地方債 2,837,191,292

      事業用資産 7,165,113,209     長期未払金 70,020,948

        土地 1,395,202,022     退職手当引当金 828,146,670

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,493,100,300     その他 555,606,302

        建物減価償却累計額 -5,298,242,338   流動負債 435,102,708

        工作物 913,441,744     １年内償還予定地方債 294,350,318

        工作物減価償却累計額 -359,848,519     未払金 15,357,345

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 555,419

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 45,904,783

        航空機 -     預り金 20,210,365

        航空機減価償却累計額 -     その他 58,724,478

        その他 - 負債合計 4,726,067,920

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460,000   固定資産等形成分 14,999,620,831

      インフラ資産 5,506,414,152   余剰分（不足分） -4,331,959,975

        土地 171,907,683

        建物 170,842,490

        建物減価償却累計額 -137,413,852

        工作物 12,649,804,691

        工作物減価償却累計額 -7,538,143,136

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 189,416,276

      物品 509,079,967

      物品減価償却累計額 -357,141,254

    無形固定資産 18,796,148

      ソフトウェア 18,796,110

      その他 38

    投資その他の資産 1,418,366,709

      投資及び出資金 500,722,000

        有価証券 -

        出資金 500,722,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 30,141,316

      長期貸付金 -

      基金 888,015,795

        減債基金 28,500,990

        その他 859,514,805

      その他 -

      徴収不能引当金 -512,402

  流動資産 1,133,099,845

    現金預金 186,405,559

    未収金 210,879,642

    短期貸付金 -

    基金 738,991,900

      財政調整基金 738,991,900

      減債基金 -

    棚卸資産 407,700

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,584,956 純資産合計 10,667,660,856

資産合計 15,393,728,776 負債及び純資産合計 15,393,728,776

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,056,624,063

    その他 -

  臨時利益 7,830,331

    資産売却益 7,830,331

    資産除売却損 1

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 4,064,454,393

  臨時損失 1

    災害復旧事業費 -

  経常収益 286,604,957

    使用料及び手数料 129,094,849

    その他 157,510,108

      社会保障給付 300,901,618

      他会計への繰出金 252,393,137

      その他 16,928,282

        その他 12,224,652

    移転費用 2,056,463,781

      補助金等 1,486,240,744

      その他の業務費用 31,939,601

        支払利息 15,617,591

        徴収不能引当金繰入額 4,097,358

        維持補修費 57,689,990

        減価償却費 622,731,675

        その他 -

        その他 78,394,151

      物件費等 1,451,251,505

        物件費 770,829,840

        職員給与費 687,105,529

        賞与等引当金繰入額 45,904,783

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,351,059,350

    業務費用 2,294,595,569

      人件費 811,404,463

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 10,706,282,255 15,287,185,092 -4,580,902,837

  純行政コスト（△） -4,056,624,063 -4,056,624,063

  財源 4,103,380,003 4,103,380,003

    税収等 2,473,153,214 2,473,153,214

    国県等補助金 1,630,226,789 1,630,226,789

  本年度差額 46,755,940 46,755,940

  固定資産等の変動（内部変動） -287,565,215 287,565,215

    有形固定資産等の増加 365,614,940 -365,614,940

    有形固定資産等の減少 -622,731,677 622,731,677

    貸付金・基金等の増加 325,217,277 -325,217,277

    貸付金・基金等の減少 -355,665,755 355,665,755

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 954 954

  その他 -85,378,293 - -85,378,293

  本年度純資産変動額 -38,621,399 -287,564,261 248,942,862

本年度末純資産残高 10,667,660,856 14,999,620,831 -4,331,959,975

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 20,099,862

本年度歳計外現金増減額 665,922

本年度末歳計外現金残高 20,765,784

本年度末現金預金残高 186,405,559

    その他の収入 -

財務活動収支 -123,646,286

本年度資金収支額 31,779,124

前年度末資金残高 133,860,651

本年度末資金残高 165,639,775

  財務活動支出 340,646,286

    地方債償還支出 284,806,433

    その他の支出 55,839,853

  財務活動収入 217,000,000

    地方債発行収入 217,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 7,830,332

    その他の収入 -

投資活動収支 -259,846,526

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 264,687,754

    国県等補助金収入 124,065,422

    基金取崩収入 132,792,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 524,534,280

    公共施設等整備費支出 361,225,940

    基金積立金支出 163,308,340

    投資及び出資金支出 -

  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 415,271,936

  業務収入 4,137,276,778

    税収等収入 2,469,709,503

    国県等補助金収入 1,413,521,897

    使用料及び手数料収入 128,931,359

    その他の収入 125,114,019

    移転費用支出 2,056,463,781

      補助金等支出 1,486,240,744

      社会保障給付支出 300,901,618

      他会計への繰出支出 252,393,137

      その他の支出 16,928,282

    業務費用支出 1,665,541,061

      人件費支出 809,992,840

      物件費等支出 828,519,830

      支払利息支出 15,617,591

      その他の支出 11,410,800

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,722,004,842


