
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 13,662,993,123   固定負債 2,831,042,089

    有形固定資産 11,236,765,142     地方債 2,514,315,089

      事業用資産 3,132,616,659     長期未払金 -

        土地 1,487,334,722     退職手当引当金 316,727,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,482,865,836     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,215,281,802   流動負債 382,291,533

        工作物 366,040,013     １年内償還予定地方債 238,916,106

        工作物減価償却累計額 -245,647,278     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 42,401,805

        航空機 -     預り金 100,973,622

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 280,143,550 負債合計 3,213,333,622

        その他減価償却累計額 -273,767,782 【純資産の部】

        建設仮勘定 250,929,400   固定資産等形成分 14,844,815,522

      インフラ資産 8,000,987,961   余剰分（不足分） -2,834,818,901

        土地 410,841,290

        建物 540,000

        建物減価償却累計額 -409,860

        工作物 19,362,497,120

        工作物減価償却累計額 -11,833,396,623

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 60,916,034

      物品 332,162,827

      物品減価償却累計額 -229,002,305

    無形固定資産 1

      ソフトウェア 1

      その他 -

    投資その他の資産 2,426,227,980

      投資及び出資金 661,746,373

        有価証券 253,000

        出資金 661,493,373

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 49,707,910

      長期貸付金 -

      基金 1,716,345,621

        減債基金 -

        その他 1,716,345,621

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,571,924

  流動資産 1,560,337,120

    現金預金 373,310,880

    未収金 5,359,832

    短期貸付金 -

    基金 1,181,822,399

      財政調整基金 1,093,918,895

      減債基金 87,903,504

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -155,991 純資産合計 12,009,996,621

資産合計 15,223,330,243 負債及び純資産合計 15,223,330,243

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 26,891

純行政コスト 3,877,174,218

    その他 -

  臨時利益 26,891

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 3,877,201,107

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 51,885,472

    使用料及び手数料 22,705,965

    その他 29,179,507

      社会保障給付 225,476,527

      他会計への繰出金 367,285,929

      その他 2,173,776

        その他 18,607,617

    移転費用 1,586,871,124

      補助金等 991,934,892

      その他の業務費用 33,813,196

        支払利息 13,527,758

        徴収不能引当金繰入額 1,677,821

        維持補修費 147,497,158

        減価償却費 514,893,965

        その他 -

        その他 35,365,879

      物件費等 1,713,805,208

        物件費 1,051,414,085

        職員給与費 516,829,367

        賞与等引当金繰入額 42,401,805

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,929,086,579

    業務費用 2,342,215,455

      人件費 594,597,051

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】

会計：一般会計等 （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 12,314,935,548 14,664,966,772 -2,350,031,224

  純行政コスト（△） -3,877,174,218 -3,877,174,218

  財源 3,542,473,836 3,542,473,836

    税収等 1,978,352,874 1,978,352,874

    国県等補助金 1,564,120,962 1,564,120,962

  本年度差額 -334,700,382 -334,700,382

  固定資産等の変動（内部変動） 150,087,295 -150,087,295

    有形固定資産等の増加 748,213,686 -748,213,686

    有形固定資産等の減少 -527,737,965 527,737,965

    貸付金・基金等の増加 73,479,678 -73,479,678

    貸付金・基金等の減少 -143,868,104 143,868,104

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 29,761,455 29,761,455

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -304,938,927 179,848,750 -484,787,677

本年度末純資産残高 12,009,996,621 14,844,815,522 -2,834,818,901

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 197,752,979

本年度歳計外現金増減額 -96,779,357

本年度末歳計外現金残高 100,973,622

本年度末現金預金残高 373,310,880

    その他の収入 -

財務活動収支 448,191,028

本年度資金収支額 -42,833,197

前年度末資金残高 315,170,455

本年度末資金残高 272,337,258

  財務活動支出 215,617,972

    地方債償還支出 215,617,972

    その他の支出 -

  財務活動収入 663,809,000

    地方債発行収入 663,809,000

    貸付金元金回収収入 3,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -525,875,599

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 274,356,344

    国県等補助金収入 147,359,000

    基金取崩収入 123,997,344

【投資活動収支】

  投資活動支出 800,231,943

    公共施設等整備費支出 735,369,688

    基金積立金支出 61,862,255

    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 1,186,988,475

業務活動収支 34,851,374

  業務収入 2,262,774,164

    税収等収入 1,981,690,087

    国県等補助金収入 229,773,487

    使用料及び手数料収入 22,131,083

    その他の収入 29,179,507

    移転費用支出 1,598,510,124

      補助金等支出 1,003,573,892

      社会保障給付支出 225,476,527

      他会計への繰出支出 367,285,929

      その他の支出 2,173,776

    業務費用支出 1,816,401,141

      人件費支出 591,942,622

      物件費等支出 1,198,911,243

      支払利息支出 13,527,758

      その他の支出 12,019,518

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 3,414,911,265


