
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 20,029,795,878   固定負債 6,960,023,315

    有形固定資産 18,687,848,152     地方債 6,849,137,075

      事業用資産 9,463,870,151     長期未払金 -

        土地 5,116,633,159     退職手当引当金 100,288,240

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 10,598,000

        建物 14,755,539,980     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,767,699,014   流動負債 813,703,309

        工作物 584,077,283     １年内償還予定地方債 636,456,064

        工作物減価償却累計額 -246,593,657     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 95,681,857

        航空機 -     預り金 81,565,388

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,773,726,624

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,912,400   固定資産等形成分 20,658,744,511

      インフラ資産 9,169,580,782   余剰分（不足分） -7,316,617,666

        土地 2,174,151,060

        建物 67,767,770

        建物減価償却累計額 -44,589,122

        工作物 22,019,624,259

        工作物減価償却累計額 -15,218,932,766

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 171,559,581

      物品 407,965,367

      物品減価償却累計額 -353,568,148

    無形固定資産 2,538,080

      ソフトウェア 2,351,280

      その他 186,800

    投資その他の資産 1,339,409,646

      投資及び出資金 389,767,000

        有価証券 -

        出資金 389,767,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 60,466,081

      長期貸付金 -

      基金 896,166,444

        減債基金 113,210,650

        その他 782,955,794

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,989,879

  流動資産 1,086,057,591

    現金預金 436,481,350

    未収金 23,323,844

    短期貸付金 -

    基金 628,948,633

      財政調整基金 628,948,633

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,696,236 純資産合計 13,342,126,845

資産合計 21,115,853,469 負債及び純資産合計 21,115,853,469

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 10,141,818,684

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    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 10,141,818,684

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 100,147,722

    使用料及び手数料 26,854,851

    その他 73,292,871

      社会保障給付 1,072,004,890

      他会計への繰出金 614,767,106

      その他 2,249,463

        その他 79,581,410

    移転費用 5,641,639,745

      補助金等 3,952,618,286

      その他の業務費用 114,541,147

        支払利息 27,618,710

        徴収不能引当金繰入額 7,341,027

        維持補修費 90,269,784

        減価償却費 824,973,580

        その他 -

        その他 458,976,990

      物件費等 3,072,350,938

        物件費 2,157,107,574

        職員給与費 858,775,729

        賞与等引当金繰入額 95,681,857

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,241,966,406

    業務費用 4,600,326,661

      人件費 1,413,434,576

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 金額



【様式第3号】

（単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 13,435,667,316 20,538,770,835 -7,103,103,519

  純行政コスト（△） -10,141,818,684 -10,141,818,684

  財源 10,008,282,649 10,008,282,649

    税収等 5,353,610,047 5,353,610,047

    国県等補助金 4,654,672,602 4,654,672,602

  本年度差額 -133,536,035 -133,536,035

  固定資産等の変動（内部変動） 79,978,112 -79,978,112

    有形固定資産等の増加 1,172,601,536 -1,172,601,536

    有形固定資産等の減少 -1,387,716,688 1,387,716,688

    貸付金・基金等の増加 604,231,200 -604,231,200

    貸付金・基金等の減少 -309,137,936 309,137,936

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 39,995,564 39,995,564

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -93,540,471 119,973,676 -213,514,147

本年度末純資産残高 13,342,126,845 20,658,744,511 -7,316,617,666

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 79,393,398

本年度歳計外現金増減額 2,171,990

本年度末歳計外現金残高 81,565,388

本年度末現金預金残高 436,481,350

    その他の収入 -

財務活動収支 216,755,633

本年度資金収支額 -20,567,481

前年度末資金残高 375,483,443

本年度末資金残高 354,915,962

  財務活動支出 556,756,367

    地方債償還支出 556,756,367

    その他の支出 -

  財務活動収入 773,512,000

    地方債発行収入 773,512,000

    貸付金元金回収収入 20,261,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -709,390,611

【財務活動収支】

    貸付金支出 20,261,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 415,974,600

    国県等補助金収入 199,482,000

    基金取崩収入 196,231,600

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,125,365,211

    公共施設等整備費支出 609,858,428

    基金積立金支出 124,397,783

    投資及び出資金支出 370,848,000

  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 472,067,497

  業務収入 9,882,704,513

    税収等収入 5,346,667,188

    国県等補助金収入 4,455,190,602

    使用料及び手数料収入 26,854,851

    その他の収入 53,991,872

    移転費用支出 5,641,639,745

      補助金等支出 3,952,618,286

      社会保障給付支出 1,072,004,890

      他会計への繰出支出 614,767,106

      その他の支出 2,249,463

    業務費用支出 3,768,997,271

      人件費支出 1,416,039,819

      物件費等支出 2,247,377,358

      支払利息支出 27,618,710

      その他の支出 77,961,384

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,410,637,016


