
【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 32,133,302,138   固定負債 15,728,099,523

    有形固定資産 29,809,297,217     地方債等 11,250,041,492

      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 108,086,916

        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 4,359,373,115

        建物減価償却累計額 -10,767,699,014   流動負債 1,350,716,677

        工作物 584,077,283     １年内償還予定地方債等 1,057,446,274

        工作物減価償却累計額 -246,593,657     未払金 101,973,591

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 180,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 105,564,789

        航空機 -     預り金 81,565,388

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,986,635

        その他 - 負債合計 17,078,816,200

        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 32,978,580,962

      インフラ資産 20,178,735,939   余剰分（不足分） -15,815,395,402

        土地 2,236,741,507   他団体出資等分 -

        建物 749,678,892

        建物減価償却累計額 -115,221,769

        工作物 34,716,604,664

        工作物減価償却累計額 -18,304,793,385

        その他 1,032,076,244

        その他減価償却累計額 -452,228,411

        建設仮勘定 315,878,197

      物品 546,731,628

      物品減価償却累計額 -380,040,501

    無形固定資産 983,623,500

      ソフトウェア 2,351,280

      その他 981,272,220

    投資その他の資産 1,340,381,421

      投資及び出資金 18,919,000

        有価証券 -

        出資金 18,919,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 151,184,354

      長期貸付金 -

      基金 1,178,883,074

        減債基金 113,210,650

        その他 1,065,672,424

      その他 5,590,607

      徴収不能引当金 -14,195,614

  流動資産 2,108,699,622

    現金預金 1,133,013,869

    未収金 136,388,946

    短期貸付金 -

    基金 845,278,824

      財政調整基金 845,278,824

      減債基金 -

    棚卸資産 894,220

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,876,237

  繰延資産 - 純資産合計 17,163,185,560

資産合計 34,242,001,760 負債及び純資産合計 34,242,001,760

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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

  経常費用 15,707,587,395

    業務費用 5,540,609,687

      人件費 1,508,207,911

        職員給与費 915,982,240

        賞与等引当金繰入額 101,465,616

        退職手当引当金繰入額 118,912

        その他 490,641,143

      物件費等 3,693,993,845

        物件費 2,265,350,383

        維持補修費 103,147,189

        減価償却費 1,315,503,657

        その他 9,992,616

      その他の業務費用 338,407,931

        支払利息 106,702,235

        徴収不能引当金繰入額 15,164,857

        その他 216,540,839

    移転費用 10,166,977,708

      補助金等 9,092,570,255

      社会保障給付 1,072,124,890

      他会計への繰出金 -

      その他 2,282,563

  経常収益 850,417,106

    使用料及び手数料 535,579,774

    その他 314,837,332

純経常行政コスト 14,857,170,289

  臨時損失 4,274,361

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 -

純行政コスト 14,861,444,650

    その他 4,274,361

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第3号】

（単位：円）

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 17,460,900,536 33,539,259,389 -16,078,358,853 -

  純行政コスト（△） -14,861,444,650 -14,861,444,650 -

  財源 14,523,734,110 14,523,734,110 -

    税収等 7,268,931,850 7,268,931,850 -

    国県等補助金 7,254,802,260 7,254,802,260 -

  本年度差額 -337,710,540 -337,710,540 -

  固定資産等の変動（内部変動） -582,895,762 582,895,762

    有形固定資産等の増加 1,053,114,345 -1,053,114,345

    有形固定資産等の減少 -1,884,566,568 1,884,566,568

    貸付金・基金等の増加 742,227,377 -742,227,377

    貸付金・基金等の減少 -493,670,916 493,670,916

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 39,995,564 39,995,564

  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 - -17,778,229 17,778,229

  本年度純資産変動額 -297,714,976 -560,678,427 262,963,451 -

本年度末純資産残高 17,163,185,560 32,978,580,962 -15,815,395,402 -

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）

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 14,535,255,612

    業務費用支出 4,368,277,904

      人件費支出 1,506,926,112

      物件費等支出 2,544,408,939

      支払利息支出 106,702,235

      その他の支出 210,240,618

    移転費用支出 10,166,977,708

      補助金等支出 9,092,570,255

      社会保障給付支出 1,072,124,890

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,282,563

  業務収入 15,139,934,018

    税収等収入 7,254,987,574

    国県等補助金収入 7,055,320,260

    使用料及び手数料収入 703,645,813

    その他の収入 125,980,371

  臨時支出 4,274,361

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,274,361

  臨時収入 -

業務活動収支 600,404,045

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,005,675,559

    公共施設等整備費支出 846,459,865

    基金積立金支出 138,954,694

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,261,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 517,649,000

    国県等補助金収入 245,709,400

    基金取崩収入 251,678,600

    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 -488,026,559

【財務活動収支】

  財務活動支出 963,162,156

    地方債等償還支出 963,162,156

    その他の支出 -

  財務活動収入 965,412,000

    地方債等発行収入 965,412,000

    その他の収入 -

財務活動収支 2,249,844

本年度資金収支額 114,627,330

前年度末資金残高 936,821,151

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,051,448,481

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 1,133,013,869


