
【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 24,311,766,629   固定負債 9,669,760,296

    有形固定資産 21,787,766,106     地方債 8,986,439,329

      事業用資産 8,251,402,462     長期未払金 -

        土地 2,014,309,564     退職手当引当金 683,320,967

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,486,598,086     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,479,262,439   流動負債 1,485,994,728

        工作物 905,354,326     １年内償還予定地方債 1,355,925,939

        工作物減価償却累計額 -680,338,075     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 113,388,965

        航空機 -     預り金 16,679,824

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 11,155,755,024

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,741,000   固定資産等形成分 26,657,634,392

      インフラ資産 13,408,137,833   余剰分（不足分） -10,767,178,763

        土地 85,988,850

        建物 171,573,200

        建物減価償却累計額 -110,714,976

        工作物 41,411,006,696

        工作物減価償却累計額 -28,220,931,175

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -143,099,962

        建設仮勘定 64,315,200

      物品 600,589,721

      物品減価償却累計額 -472,363,910

    無形固定資産 5,565,136

      ソフトウェア 5,565,136

      その他 -

    投資その他の資産 2,518,435,387

      投資及び出資金 359,802,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 312,792,336

        その他 -

      投資損失引当金 -17,583,365

      長期延滞債権 49,229,745

      長期貸付金 -

      基金 2,128,534,828

        減債基金 -

        その他 2,128,534,828

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,548,157

  流動資産 2,734,444,024

    現金預金 173,825,752

    未収金 15,987,739

    短期貸付金 -

    基金 2,345,867,763

      財政調整基金 752,851,265

      減債基金 1,593,016,498

    棚卸資産 199,737,175

    その他 -

    徴収不能引当金 -974,405 純資産合計 15,890,455,629

資産合計 27,046,210,653 負債及び純資産合計 27,046,210,653

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 7,401,662,577

    その他 1,161,909,000

  臨時利益 1,623,742

    資産売却益 1,623,742

    資産除売却損 237,607

    投資損失引当金繰入額 17,583,365

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,214,638,647

  臨時損失 1,188,647,672

    災害復旧事業費 8,917,700

  経常収益 325,362,204

    使用料及び手数料 137,896,216

    その他 187,465,988

      社会保障給付 634,808,317

      他会計への繰出金 1,107,563,915

      その他 2,185,351

        その他 30,832,866

    移転費用 3,021,366,280

      補助金等 1,276,808,697

      その他の業務費用 70,267,023

        支払利息 37,686,229

        徴収不能引当金繰入額 1,747,928

        維持補修費 94,509,960

        減価償却費 943,572,918

        その他 -

        その他 105,654,229

      物件費等 1,713,902,537

        物件費 675,819,659

        職員給与費 1,515,421,817

        賞与等引当金繰入額 113,388,965

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,540,000,851

    業務費用 3,518,634,571

      人件費 1,734,465,011

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 15,655,159,157 27,312,990,740 -11,657,831,583

  純行政コスト（△） -7,401,662,577 -7,401,662,577

  財源 7,745,503,848 7,745,503,848

    税収等 5,593,547,950 5,593,547,950

    国県等補助金 2,151,955,898 2,151,955,898

  本年度差額 343,841,271 343,841,271

  固定資産等の変動（内部変動） -460,177,194 460,177,194

    有形固定資産等の増加 501,349,172 -501,349,172

    有形固定資産等の減少 -944,515,793 944,515,793

    貸付金・基金等の増加 37,021,560 -37,021,560

    貸付金・基金等の減少 -54,032,133 54,032,133

  資産評価差額 1,113,988 1,113,988

  無償所管換等 -81,145,282 -81,145,282

  その他 -28,513,505 -115,147,860 86,634,355

  本年度純資産変動額 235,296,472 -655,356,348 890,652,820

本年度末純資産残高 15,890,455,629 26,657,634,392 -10,767,178,763

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 20,616,480

本年度歳計外現金増減額 -3,936,656

本年度末歳計外現金残高 16,679,824

本年度末現金預金残高 173,825,752

    その他の収入 -

財務活動収支 -662,090,296

本年度資金収支額 -8,371,129

前年度末資金残高 165,517,057

本年度末資金残高 157,145,928

  財務活動支出 1,304,290,296

    地方債償還支出 1,304,290,296

    その他の支出 -

  財務活動収入 642,200,000

    地方債発行収入 642,200,000

    貸付金元金回収収入 60,000

    資産売却収入 2,329,010

    その他の収入 -

投資活動収支 -388,217,672

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 149,808,010

    国県等補助金収入 113,867,000

    基金取崩収入 33,552,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 538,025,682

    公共施設等整備費支出 501,349,172

    基金積立金支出 36,676,510

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 1,170,826,700

    災害復旧事業費支出 8,917,700

    その他の支出 1,161,909,000

  臨時収入 1,205,087,000

業務活動収支 1,041,936,839

  業務収入 6,649,413,721

    税収等収入 5,590,275,602

    国県等補助金収入 833,001,898

    使用料及び手数料収入 138,237,670

    その他の収入 87,898,551

    移転費用支出 3,021,366,280

      補助金等支出 1,276,808,697

      社会保障給付支出 634,808,317

      他会計への繰出支出 1,107,563,915

      その他の支出 2,185,351

    業務費用支出 2,620,370,902

      人件費支出 1,737,979,317

      物件費等支出 770,329,619

      支払利息支出 37,686,229

      その他の支出 74,375,737

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 5,641,737,182


