
【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 23,386,258,680   固定負債 6,455,272,103

    有形固定資産 22,269,575,914     地方債 5,871,773,258

      事業用資産 10,689,334,335     長期未払金 -

        土地 2,445,684,615     退職手当引当金 513,998,000

        立木竹 195,702,200     損失補償等引当金 13,616,000

        建物 19,871,032,721     その他 55,884,845

        建物減価償却累計額 -12,021,746,075   流動負債 666,400,155

        工作物 481,264,589     １年内償還予定地方債 558,615,000

        工作物減価償却累計額 -297,453,715     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 61,955,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 45,830,155

        その他 - 負債合計 7,121,672,258

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,850,000   固定資産等形成分 24,285,515,238

      インフラ資産 11,310,568,779   余剰分（不足分） -6,955,508,276

        土地 1,306,808,776

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 29,754,597,573

        工作物減価償却累計額 -19,753,375,570

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 657,183,290

      物品減価償却累計額 -387,510,490

    無形固定資産 48,675,112

      ソフトウェア 48,675,112

      その他 -

    投資その他の資産 1,068,007,654

      投資及び出資金 186,277,500

        有価証券 137,450,000

        出資金 48,827,500

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 16,200,237

      長期貸付金 17,338,000

      基金 848,690,917

        減債基金 175,514,580

        その他 673,176,337

      その他 -

      徴収不能引当金 -499,000

  流動資産 1,065,420,540

    現金預金 162,097,943

    未収金 4,845,039

    短期貸付金 -

    基金 899,256,558

      財政調整基金 899,256,558

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -779,000 純資産合計 17,330,006,962

資産合計 24,451,679,220 負債及び純資産合計 24,451,679,220

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 650,000

純行政コスト 6,951,949,344

    その他 -

  臨時利益 37,872,378

    資産売却益 37,222,378

    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 -

純経常行政コスト 6,989,821,722

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 265,632,401

    使用料及び手数料 36,882,740

    その他 228,749,661

      社会保障給付 485,640,517

      他会計への繰出金 621,424,967

      その他 2,646,800

        その他 39,336,748

    移転費用 3,804,016,658

      補助金等 2,694,304,374

      その他の業務費用 39,507,974

        支払利息 146,226

        徴収不能引当金繰入額 25,000

        維持補修費 236,493,624

        減価償却費 1,195,071,143

        その他 2,177,380

        その他 78,187,443

      物件費等 2,483,461,204

        物件費 1,049,719,057

        職員給与費 788,325,844

        賞与等引当金繰入額 61,955,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,255,454,123

    業務費用 3,451,437,465

      人件費 928,468,287

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 18,075,935,988 24,258,937,228 -6,183,001,240

  純行政コスト（△） -6,951,949,344 -6,951,949,344

  財源 6,189,190,269 6,189,190,269

    税収等 3,650,402,607 3,650,402,607

    国県等補助金 2,538,787,662 2,538,787,662

  本年度差額 -762,759,075 -762,759,075

  固定資産等の変動（内部変動） 9,747,961 -9,747,961

    有形固定資産等の増加 1,215,303,582 -1,215,303,582

    有形固定資産等の減少 -1,195,071,143 1,195,071,143

    貸付金・基金等の増加 298,847,938 -298,847,938

    貸付金・基金等の減少 -309,332,416 309,332,416

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 16,830,049 16,830,049

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -745,929,026 26,578,010 -772,507,036

本年度末純資産残高 17,330,006,962 24,285,515,238 -6,955,508,276

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 162,097,943

    その他の収入 -

財務活動収支 683,846,328

本年度資金収支額 49,995,374

前年度末資金残高 112,102,569

本年度末資金残高 162,097,943

  財務活動支出 649,894,672

    地方債償還支出 593,924,672

    その他の支出 55,970,000

  財務活動収入 1,333,741,000

    地方債発行収入 1,333,741,000

    貸付金元金回収収入 2,666,000

    資産売却収入 191,302,782

    その他の収入 -

投資活動収支 -433,804,777

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,070,598,782

    国県等補助金収入 576,018,000

    基金取崩収入 300,612,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,504,403,559

    公共施設等整備費支出 1,215,303,582

    基金積立金支出 289,099,977

    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 -200,046,177

  業務収入 5,864,134,803

    税収等収入 3,652,137,457

    国県等補助金収入 1,962,769,662

    使用料及び手数料収入 36,934,440

    その他の収入 212,293,244

    移転費用支出 3,804,016,658

      補助金等支出 2,694,304,374

      社会保障給付支出 485,640,517

      他会計への繰出支出 621,424,967

      その他の支出 2,646,800

    業務費用支出 2,260,164,322

      人件費支出 932,291,287

      物件費等支出 1,327,936,376

      支払利息支出 146,226

      その他の支出 -209,567

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 6,064,180,980


