
【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 31,908,448,530   固定負債 7,403,660,596

    有形固定資産 30,544,550,497     地方債等 6,611,626,270

      事業用資産 11,203,887,208     長期未払金 -

        土地 2,459,138,251     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 21,456,199,737     その他 264,420,326

        建物減価償却累計額 -13,109,160,854   流動負債 839,163,065

        工作物 548,204,589     １年内償還予定地方債等 655,416,603

        工作物減価償却累計額 -361,046,715     未払金 46,405,039

        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 88,120,464

        航空機 -     預り金 2,647,404

        航空機減価償却累計額 -     その他 46,573,555

        その他 - 負債合計 8,242,823,661

        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 32,807,705,088

      インフラ資産 18,935,535,505   余剰分（不足分） -7,799,623,443

        土地 1,306,808,776   他団体出資等分 -

        建物 706,670,000

        建物減価償却累計額 -575,851,024

        工作物 51,441,719,722

        工作物減価償却累計額 -33,946,349,969

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 986,352,588

      物品減価償却累計額 -581,224,804

    無形固定資産 69,987,712

      ソフトウェア 69,834,612

      その他 153,100

    投資その他の資産 1,293,910,321

      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 -

      長期延滞債権 71,275,153

      長期貸付金 17,338,000

      基金 1,019,946,668

        減債基金 175,514,580

        その他 844,432,088

      その他 -

      徴収不能引当金 -927,000

  流動資産 1,342,456,776

    現金預金 357,749,277

    未収金 84,138,615

    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 2,091,326

    その他 -

    徴収不能引当金 -779,000

  繰延資産 - 純資産合計 25,008,081,645

資産合計 33,250,905,306 負債及び純資産合計 33,250,905,306

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 37,222,378

    その他 15,650,000

純行政コスト 8,797,268,377

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,000,000

  臨時利益 52,872,378

  臨時損失 15,000,000

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 501,677,343

    その他 315,391,273

純経常行政コスト 8,835,140,755

      社会保障給付 485,640,517

      その他 5,813,500

  経常収益 817,068,616

        その他 89,101,158

    移転費用 4,929,375,174

      補助金等 4,437,921,157

      その他の業務費用 97,231,055

        支払利息 8,104,897

        徴収不能引当金繰入額 25,000

        維持補修費 259,023,533

        減価償却費 1,682,254,681

        その他 2,966,546

        その他 197,687,101

      物件費等 3,247,045,818

        物件費 1,302,801,058

        職員給与費 1,068,825,973

        賞与等引当金繰入額 83,910,499

        退職手当引当金繰入額 28,133,751

  経常費用 9,652,209,371

    業務費用 4,722,834,197

      人件費 1,378,557,324

全体行政コスト計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 26,081,926,815 33,151,031,318 -7,069,104,503 -

  純行政コスト（△） -8,797,268,377 -8,797,268,377 -

  財源 7,684,312,158 7,684,312,158 -

    税収等 4,165,722,998 4,165,722,998 -

    国県等補助金 3,518,589,160 3,518,589,160 -

  本年度差額 -1,112,956,219 -1,112,956,219 -

  固定資産等の変動（内部変動） -360,156,279 360,156,279

    有形固定資産等の増加 1,333,788,817 -1,333,788,817

    有形固定資産等の減少 -1,684,250,196 1,684,250,196

    貸付金・基金等の増加 752,971,613 -752,971,613

    貸付金・基金等の減少 -762,666,513 762,666,513

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 16,830,049 16,830,049

  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 - - - -

  その他 22,281,000 - 22,281,000

  本年度純資産変動額 -1,073,845,170 -343,326,230 -730,518,940 -

本年度末純資産残高 25,008,081,645 32,807,705,088 -7,799,623,443 -

全体純資産変動計算書
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 357,749,277

財務活動収支 632,243,681

本年度資金収支額 101,811,845

前年度末資金残高 255,937,432

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 357,749,277

    地方債等償還支出 690,827,319

    その他の支出 55,970,000

  財務活動収入 1,379,041,000

    地方債等発行収入 1,379,041,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 191,302,782

    その他の収入 22,281,000

投資活動収支 -451,877,859

【財務活動収支】

  財務活動支出 746,797,319

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,174,389,782

    国県等補助金収入 657,528,000

    基金取崩収入 300,612,000

    貸付金元金回収収入 2,666,000

  投資活動支出 1,626,267,641

    公共施設等整備費支出 1,333,788,817

    基金積立金支出 292,478,824

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 15,000,000

  臨時収入 15,000,000

業務活動収支 -78,553,977

【投資活動収支】

    税収等収入 4,163,830,100

    国県等補助金収入 2,942,571,160

    使用料及び手数料収入 464,929,962

    その他の収入 298,862,856

  臨時支出 15,000,000

    移転費用支出 4,929,375,174

      補助金等支出 4,437,921,157

      社会保障給付支出 485,640,517

      その他の支出 5,813,500

  業務収入 7,870,194,078

    業務費用支出 3,019,372,881

      人件費支出 1,380,366,330

      物件費等支出 1,629,900,501

      支払利息支出 8,104,897

      その他の支出 1,001,153

全体資金収支計算書
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 7,948,748,055


