
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 17,514,711,248   固定負債 4,199,379,317

    有形固定資産 16,855,365,614     地方債 4,184,319,194

      事業用資産 5,112,958,784     長期未払金 -

        土地 787,043,476     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 1,039,900

        建物 8,688,336,452     その他 14,020,223

        建物減価償却累計額 -4,906,608,089   流動負債 421,045,307

        工作物 798,140,123     １年内償還予定地方債 380,725,744

        工作物減価償却累計額 -257,324,378     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 34,239,648

        航空機 -     預り金 1,291,855

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,788,060

        その他 - 負債合計 4,620,424,624

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,371,200   固定資産等形成分 18,504,034,771

      インフラ資産 11,663,084,364   余剰分（不足分） -4,392,794,827

        土地 311,049,420

        建物 166,477,686

        建物減価償却累計額 -165,833,529

        工作物 33,653,370,680

        工作物減価償却累計額 -22,353,038,872

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 51,058,979

      物品 961,685,436

      物品減価償却累計額 -882,362,970

    無形固定資産 14,524,752

      ソフトウェア 14,524,752

      その他 -

    投資その他の資産 644,820,882

      投資及び出資金 428,398,252

        有価証券 50,857,500

        出資金 43,333,400

        その他 334,207,352

      投資損失引当金 -198,413,709

      長期延滞債権 14,989,737

      長期貸付金 -

      基金 400,303,759

        減債基金 -

        その他 400,303,759

      その他 -

      徴収不能引当金 -457,157

  流動資産 1,216,953,320

    現金預金 213,488,612

    未収金 15,320,939

    短期貸付金 -

    基金 989,323,523

      財政調整基金 899,641,647

      減債基金 89,681,876

    棚卸資産 49,808

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,229,562 純資産合計 14,111,239,944

資産合計 18,731,664,568 負債及び純資産合計 18,731,664,568

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 -

純行政コスト 3,907,159,085

    その他 -

  臨時利益 411,054

    資産売却益 411,054

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 58,393,489

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,848,576,650

  臨時損失 58,993,489

    災害復旧事業費 600,000

  経常収益 91,158,825

    使用料及び手数料 20,168,541

    その他 70,990,284

      社会保障給付 212,718,796

      他会計への繰出金 217,231,996

      その他 1,218,000

        その他 16,011,764

    移転費用 1,407,599,280

      補助金等 976,430,488

      その他の業務費用 33,139,922

        支払利息 15,650,362

        徴収不能引当金繰入額 1,477,796

        維持補修費 116,219,011

        減価償却費 784,128,461

        その他 -

        その他 78,068,063

      物件費等 1,864,104,923

        物件費 963,757,451

        職員給与費 522,583,639

        賞与等引当金繰入額 34,239,648

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,939,735,475

    業務費用 2,532,136,195

      人件費 634,891,350

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】

会計：一般会計等 （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 14,437,728,906 18,423,193,985 -3,985,465,079

  純行政コスト（△） -3,907,159,085 -3,907,159,085

  財源 3,577,550,377 3,577,550,377

    税収等 2,535,680,748 2,535,680,748

    国県等補助金 1,041,869,629 1,041,869,629

  本年度差額 -329,608,708 -329,608,708

  固定資産等の変動（内部変動） 77,721,040 -77,721,040

    有形固定資産等の増加 946,932,825 -946,932,825

    有形固定資産等の減少 -784,128,461 784,128,461

    貸付金・基金等の増加 198,324,096 -198,324,096

    貸付金・基金等の減少 -283,407,420 283,407,420

  資産評価差額 15,000 15,000

  無償所管換等 5,404,746 5,404,746

  その他 -2,300,000 -2,300,000 -

  本年度純資産変動額 -326,488,962 80,840,786 -407,329,748

本年度末純資産残高 14,111,239,944 18,504,034,771 -4,392,794,827

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 939,742

本年度歳計外現金増減額 352,113

本年度末歳計外現金残高 1,291,855

本年度末現金預金残高 213,488,612

    その他の収入 -

財務活動収支 472,872,631

本年度資金収支額 52,461,909

前年度末資金残高 159,734,848

本年度末資金残高 212,196,757

  財務活動支出 371,800,369

    地方債償還支出 367,555,008

    その他の支出 4,245,361

  財務活動収入 844,673,000

    地方債発行収入 844,673,000

    貸付金元金回収収入 10,000

    資産売却収入 411,054

    その他の収入 1,713,815

投資活動収支 -876,022,356

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 323,212,308

    国県等補助金収入 53,518,888

    基金取崩収入 267,558,551

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,199,234,664

    公共施設等整備費支出 942,669,885

    基金積立金支出 154,919,815

    投資及び出資金支出 101,644,964

  臨時支出 600,000

    災害復旧事業費支出 600,000

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 455,611,634

  業務収入 3,599,421,309

    税収等収入 2,521,296,181

    国県等補助金収入 988,350,741

    使用料及び手数料収入 20,204,370

    その他の収入 69,570,017

    移転費用支出 1,349,351,880

      補助金等支出 918,183,088

      社会保障給付支出 212,718,796

      他会計への繰出支出 217,231,996

      その他の支出 1,218,000

    業務費用支出 1,793,857,795

      人件費支出 682,874,070

      物件費等支出 1,079,509,129

      支払利息支出 15,650,363

      その他の支出 15,824,233

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 3,143,209,675


