
【様式第1号】

（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 21,614,821,363   固定負債 3,374,227,188

    有形固定資産 20,624,342,523     地方債 2,974,408,189

      事業用資産 8,324,421,060     長期未払金 177,597,999

        土地 2,271,789,600     退職手当引当金 204,977,000

        立木竹 138,589,227     損失補償等引当金 -

        建物 12,914,568,446     その他 17,244,000

        建物減価償却累計額 -7,304,314,661   流動負債 540,562,011

        工作物 1,051,998,570     １年内償還予定地方債 422,444,272

        工作物減価償却累計額 -748,210,122     未払金 21,132,000

        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 57,098,000

        航空機 -     預り金 31,082,219

        航空機減価償却累計額 -     その他 8,805,520

        その他 - 負債合計 3,914,789,199

        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 22,007,496,220

      インフラ資産 12,199,893,240   余剰分（不足分） -3,781,328,783

        土地 4,251,973

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 31,614,971,700

        工作物減価償却累計額 -19,438,802,833

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,472,400

      物品 578,050,398

      物品減価償却累計額 -478,022,175

    無形固定資産 4,927,557

      ソフトウェア 4,927,557

      その他 -

    投資その他の資産 985,551,283

      投資及び出資金 14,618,000

        有価証券 2,209,000

        出資金 12,409,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 25,922,364

      長期貸付金 6,229,398

      基金 939,091,521

        減債基金 31,879,288

        その他 907,212,233

      その他 -

      徴収不能引当金 -310,000

  流動資産 526,135,273

    現金預金 121,206,716

    未収金 13,414,700

    短期貸付金 -

    基金 392,674,857

      財政調整基金 392,674,857

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,161,000 純資産合計 18,226,167,437

資産合計 22,140,956,636 負債及び純資産合計 22,140,956,636

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 3,989,253,713

    その他 -

  臨時利益 15,507,070

    資産売却益 15,507,070

    資産除売却損 4,369,104

    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 4,000,386,679

  臨時損失 4,374,104

    災害復旧事業費 5,000

  経常収益 182,592,695

    使用料及び手数料 111,671,671

    その他 70,921,024

      社会保障給付 216,081,578

      他会計への繰出金 241,814,018

      その他 3,874,200

        その他 10,893,778

    移転費用 1,364,190,188

      補助金等 902,420,392

      その他の業務費用 26,719,621

        支払利息 14,666,843

        徴収不能引当金繰入額 1,159,000

        維持補修費 131,207,288

        減価償却費 966,490,034

        その他 -

        その他 100,055,866

      物件費等 2,009,625,605

        物件費 911,928,283

        職員給与費 625,290,094

        賞与等引当金繰入額 57,098,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,182,979,374

    業務費用 2,818,789,186

      人件費 782,443,960

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】

（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 18,375,118,107 22,359,516,220 -3,984,398,113

  純行政コスト（△） -3,989,253,713 -3,989,253,713

  財源 3,573,327,205 3,573,327,205

    税収等 2,387,784,234 2,387,784,234

    国県等補助金 1,185,542,971 1,185,542,971

  本年度差額 -415,926,508 -415,926,508

  固定資産等の変動（内部変動） -618,995,838 618,995,838

    有形固定資産等の増加 258,025,949 -258,025,949

    有形固定資産等の減少 -956,598,430 956,598,430

    貸付金・基金等の増加 234,523,334 -234,523,334

    貸付金・基金等の減少 -154,946,691 154,946,691

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 266,975,838 266,975,838

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -148,950,670 -352,020,000 203,069,330

本年度末純資産残高 18,226,167,437 22,007,496,220 -3,781,328,783

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 25,581,710

本年度歳計外現金増減額 5,500,509

本年度末歳計外現金残高 31,082,219

本年度末現金預金残高 121,206,716

    その他の収入 -

財務活動収支 -243,859,505

本年度資金収支額 -46,587,331

前年度末資金残高 136,711,828

本年度末資金残高 90,124,497

  財務活動支出 498,796,505

    地方債償還支出 468,293,961

    その他の支出 30,502,544

  財務活動収入 254,937,000

    地方債発行収入 254,937,000

    貸付金元金回収収入 3,013,888

    資産売却収入 18,301,765

    その他の収入 -

投資活動収支 97,699,109

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,120,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 586,893,157

    国県等補助金収入 426,331,000

    基金取崩収入 139,246,504

【投資活動収支】

  投資活動支出 489,194,048

    公共施設等整備費支出 258,025,949

    基金積立金支出 228,048,099

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 5,000

    災害復旧事業費支出 5,000

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 99,573,065

  業務収入 3,312,040,405

    税収等収入 2,379,909,015

    国県等補助金収入 759,211,971

    使用料及び手数料収入 110,044,395

    その他の収入 62,875,024

    移転費用支出 1,364,190,188

      補助金等支出 902,420,392

      社会保障給付支出 216,081,578

      他会計への繰出支出 241,814,018

      その他の支出 3,874,200

    業務費用支出 1,848,272,152

      人件費支出 779,575,960

      物件費等支出 1,049,066,814

      支払利息支出 14,666,843

      その他の支出 4,962,535

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 3,212,462,340


