
【様式第1号】

（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 12,268,024,693   固定負債 4,658,171,220

    有形固定資産 9,813,465,187     地方債 4,425,996,558

      事業用資産 5,680,392,979     長期未払金 -

        土地 1,017,649,433     退職手当引当金 136,565,662

        立木竹 -     損失補償等引当金 95,609,000

        建物 17,793,429,189     その他 -

        建物減価償却累計額 -13,323,231,831   流動負債 1,013,616,350

        工作物 223,964,246     １年内償還予定地方債 892,636,121

        工作物減価償却累計額 -31,418,058     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 63,057,848

        航空機 -     預り金 57,922,381

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,671,787,570

        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 13,113,664,693

      インフラ資産 4,045,817,916   余剰分（不足分） -5,180,300,113

        土地 972,738,034

        建物 4,609,000

        建物減価償却累計額 -

        工作物 12,560,742,975

        工作物減価償却累計額 -9,533,051,393

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 40,779,300

      物品 572,393,686

      物品減価償却累計額 -485,139,394

    無形固定資産 6,624,293

      ソフトウェア 6,624,293

      その他 -

    投資その他の資産 2,447,935,213

      投資及び出資金 107,514,097

        有価証券 95,983,097

        出資金 11,531,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 58,537,940

      長期貸付金 -

      基金 2,282,782,145

        減債基金 -

        その他 2,282,782,145

      その他 -

      徴収不能引当金 -898,969

  流動資産 1,337,127,457

    現金預金 484,928,079

    未収金 6,697,795

    短期貸付金 -

    基金 845,640,000

      財政調整基金 800,000,000

      減債基金 45,640,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -138,417 純資産合計 7,933,364,580

資産合計 13,605,152,150 負債及び純資産合計 13,605,152,150

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,047,216,815

    その他 -

  臨時利益 2,374,425

    資産売却益 2,374,425

    資産除売却損 2

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 10,637,000

純経常行政コスト 6,038,954,238

  臨時損失 10,637,002

    災害復旧事業費 -

  経常収益 494,825,950

    使用料及び手数料 88,468,858

    その他 406,357,092

      社会保障給付 429,186,172

      他会計への繰出金 631,867,579

      その他 5,970,459

        その他 355,811,360

    移転費用 3,132,424,671

      補助金等 2,065,400,461

      その他の業務費用 372,972,522

        支払利息 17,044,585

        徴収不能引当金繰入額 116,577

        維持補修費 274,241,734

        減価償却費 525,134,647

        その他 -

        その他 134,487,647

      物件費等 1,980,850,899

        物件費 1,181,474,518

        職員給与費 849,986,601

        賞与等引当金繰入額 63,057,848

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,533,780,188

    業務費用 3,401,355,517

      人件費 1,047,532,096

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】

（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 7,724,467,625 13,160,812,805 -5,436,345,180

  純行政コスト（△） -6,047,216,815 -6,047,216,815

  財源 6,274,959,625 6,274,959,625

    税収等 4,175,291,462 4,175,291,462

    国県等補助金 2,099,668,163 2,099,668,163

  本年度差額 227,742,810 227,742,810

  固定資産等の変動（内部変動） -28,319,088 28,319,088

    有形固定資産等の増加 412,988,561 -412,988,561

    有形固定資産等の減少 -525,134,649 525,134,649

    貸付金・基金等の増加 234,447,000 -234,447,000

    貸付金・基金等の減少 -150,620,000 150,620,000

  資産評価差額 -877,400 -877,400

  無償所管換等 -1,398,600 -1,398,600

  その他 -16,569,855 -16,553,024 -16,831

  本年度純資産変動額 208,896,955 -47,148,112 256,045,067

本年度末純資産残高 7,933,364,580 13,113,664,693 -5,180,300,113

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 41,009,244

本年度歳計外現金増減額 16,913,137

本年度末歳計外現金残高 57,922,381

本年度末現金預金残高 484,928,079

    その他の収入 -

財務活動収支 -97,788,273

本年度資金収支額 163,523,391

前年度末資金残高 263,482,307

本年度末資金残高 427,005,698

  財務活動支出 683,172,273

    地方債償還支出 683,172,273

    その他の支出 -

  財務活動収入 585,384,000

    地方債発行収入 585,384,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 2,374,425

    その他の収入 -

投資活動収支 -333,658,136

【財務活動収支】

    貸付金支出 21,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 334,777,425

    国県等補助金収入 160,783,000

    基金取崩収入 150,620,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 668,435,561

    公共施設等整備費支出 412,988,561

    基金積立金支出 234,447,000

    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 594,969,800

  業務収入 6,598,449,524

    税収等収入 4,175,727,596

    国県等補助金収入 1,938,885,163

    使用料及び手数料収入 88,409,858

    その他の収入 395,426,907

    移転費用支出 3,132,424,671

      補助金等支出 2,065,400,461

      社会保障給付支出 429,186,172

      他会計への繰出支出 631,867,579

      その他の支出 5,970,459

    業務費用支出 2,871,055,053

      人件費支出 1,042,482,856

      物件費等支出 1,455,716,252

      支払利息支出 17,044,585

      その他の支出 355,811,360

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 6,003,479,724


