
【様式第1号】

会計：一般会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 18,487,314,945   固定負債 5,012,599,846

    有形固定資産 17,802,100,634     地方債 4,496,954,401

      事業用資産 8,132,677,619     長期未払金 -

        土地 1,395,794,012     退職手当引当金 515,645,445

        立木竹 337,267,776     損失補償等引当金 -

        建物 12,362,314,765     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,799,445,105   流動負債 523,267,209

        工作物 5,935,014,721     １年内償還予定地方債 456,833,817

        工作物減価償却累計額 -4,098,268,550     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 47,806,184

        航空機 -     預り金 18,627,208

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,535,867,055

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 20,128,825,656

      インフラ資産 9,176,365,007   余剰分（不足分） -5,207,694,942

        土地 415,213,779

        建物 6,997,949

        建物減価償却累計額 -6,394,625

        工作物 20,801,134,430

        工作物減価償却累計額 -12,040,586,526

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,869,147,881

      物品減価償却累計額 -1,376,089,873

    無形固定資産 457,093

      ソフトウェア 129,920

      その他 327,173

    投資その他の資産 684,757,218

      投資及び出資金 129,609,000

        有価証券 -

        出資金 129,609,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 105,997,537

      長期貸付金 181,398,439

      基金 275,722,261

        減債基金 782,000

        その他 274,940,261

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,970,019

  流動資産 1,969,682,824

    現金預金 305,793,696

    未収金 22,384,602

    短期貸付金 61,355,711

    基金 1,580,155,000

      財政調整基金 1,580,155,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,185 純資産合計 14,921,130,714

資産合計 20,456,997,769 負債及び純資産合計 20,456,997,769

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 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,924,366,345

    その他 -

  臨時利益 2,406,478

    資産売却益 2,406,478

    資産除売却損 796,047,652

    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 4,130,725,171

  臨時損失 796,047,652

    災害復旧事業費 -

  経常収益 111,828,000

    使用料及び手数料 17,000,825

    その他 94,827,175

      社会保障給付 161,652,910

      他会計への繰出金 279,803,587

      その他 1,256,573

        その他 7,580,919

    移転費用 1,589,784,556

      補助金等 1,147,071,486

      その他の業務費用 20,715,967

        支払利息 11,605,784

        徴収不能引当金繰入額 1,529,264

        維持補修費 175,618,667

        減価償却費 859,835,632

        その他 -

        その他 81,457,003

      物件費等 1,851,122,926

        物件費 815,668,627

        職員給与費 651,666,535

        賞与等引当金繰入額 47,806,184

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,242,553,171

    業務費用 2,652,768,615

      人件費 780,929,722

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 （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 14,903,943,686 20,338,733,940 -5,434,790,254

  純行政コスト（△） -4,924,366,345 -4,924,366,345

  財源 3,908,285,279 3,908,285,279

    税収等 2,878,485,682 2,878,485,682

    国県等補助金 1,029,799,597 1,029,799,597

  本年度差額 -1,016,081,066 -1,016,081,066

  固定資産等の変動（内部変動） -1,139,984,331 1,139,984,331

    有形固定資産等の増加 225,359,512 -225,359,512

    有形固定資産等の減少 -1,647,608,843 1,647,608,843

    貸付金・基金等の増加 347,047,000 -347,047,000

    貸付金・基金等の減少 -64,782,000 64,782,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 977,309,837 977,309,837

  その他 55,958,257 -47,233,790 103,192,047

  本年度純資産変動額 17,187,028 -209,908,284 227,095,312

本年度末純資産残高 14,921,130,714 20,128,825,656 -5,207,694,942

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 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 17,942,933

本年度歳計外現金増減額 684,275

本年度末歳計外現金残高 18,627,208

本年度末現金預金残高 305,793,696

    その他の収入 -

財務活動収支 -89,242,251

本年度資金収支額 33,183,893

前年度末資金残高 253,982,595

本年度末資金残高 287,166,488

  財務活動支出 442,892,251

    地方債償還支出 442,892,251

    その他の支出 -

  財務活動収入 353,650,000

    地方債発行収入 353,650,000

    貸付金元金回収収入 9,712,510

    資産売却収入 2,406,478

    その他の収入 -

投資活動収支 -419,395,521

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 153,010,991

    国県等補助金収入 76,892,003

    基金取崩収入 64,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 572,406,512

    公共施設等整備費支出 225,359,512

    基金積立金支出 347,047,000

    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 -

業務活動収支 541,821,665

  業務収入 3,934,420,477

    税収等収入 2,869,684,883

    国県等補助金収入 952,907,594

    使用料及び手数料収入 17,000,825

    その他の収入 94,827,175

    移転費用支出 1,589,784,556

      補助金等支出 1,147,071,486

      社会保障給付支出 161,652,910

      他会計への繰出支出 279,803,587

      その他の支出 1,256,573

    業務費用支出 1,802,814,256

      人件費支出 792,340,259

      物件費等支出 991,287,294

      支払利息支出 11,605,784

      その他の支出 7,580,919

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 3,392,598,812


