
【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 16,354,346,679   固定負債 5,353,933,203

    有形固定資産 15,426,283,883     地方債 4,668,507,203

      事業用資産 8,744,129,561     長期未払金 -

        土地 3,297,987,112     退職手当引当金 685,426,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,075,968,748     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,783,759,642   流動負債 617,564,495

        工作物 239,281,515     １年内償還予定地方債 560,560,000

        工作物減価償却累計額 -108,001,328     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 55,046,000

        航空機 -     預り金 1,958,495

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 55,543,000 負債合計 5,971,497,698

        その他減価償却累計額 -52,105,744 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,215,900   固定資産等形成分 16,796,912,679

      インフラ資産 6,617,858,061   余剰分（不足分） -5,893,663,045

        土地 399,710,977

        建物 60,113,047

        建物減価償却累計額 -3,465,782

        工作物 17,873,511,771

        工作物減価償却累計額 -11,802,972,484

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 90,960,532

      物品 472,025,001

      物品減価償却累計額 -407,728,740

    無形固定資産 4,775,304

      ソフトウェア 4,775,304

      その他 -

    投資その他の資産 923,287,492

      投資及び出資金 154,368,000

        有価証券 86,427,000

        出資金 67,941,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17,403,254

      長期貸付金 30,000,000

      基金 722,529,238

        減債基金 115,001,000

        その他 607,528,238

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,013,000

  流動資産 520,400,653

    現金預金 65,895,210

    未収金 11,939,443

    短期貸付金 -

    基金 442,566,000

      財政調整基金 442,566,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 10,903,249,634

資産合計 16,874,747,332 負債及び純資産合計 16,874,747,332

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 42,791,544

純行政コスト 6,210,682,626

    その他 -

  臨時利益 42,791,544

    資産売却益 -

    資産除売却損 187,209,933

    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 6,011,515,237

  臨時損失 241,958,933

    災害復旧事業費 54,749,000

  経常収益 102,543,275

    使用料及び手数料 -39,996,978

    その他 142,540,253

      社会保障給付 450,730,298

      他会計への繰出金 113,665,424

      その他 5,606,487

        その他 24,724,083

    移転費用 3,549,443,235

      補助金等 2,979,441,026

      その他の業務費用 40,424,994

        支払利息 15,700,911

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 66,585,938

        減価償却費 723,567,432

        その他 31,432,354

        その他 233,443,956

      物件費等 1,484,694,430

        物件費 663,108,706

        職員給与費 751,005,897

        賞与等引当金繰入額 55,046,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,114,058,512

    業務費用 2,564,615,277

      人件費 1,039,495,853

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 10,992,663,365 16,678,860,783 -5,686,197,418

  純行政コスト（△） -6,210,682,626 -6,210,682,626

  財源 5,488,749,373 5,488,749,373

    税収等 3,481,073,405 3,481,073,405

    国県等補助金 2,007,675,968 2,007,675,968

  本年度差額 -721,933,253 -721,933,253

  固定資産等の変動（内部変動） -552,267,626 552,267,626

    有形固定資産等の増加 324,690,599 -324,690,599

    有形固定資産等の減少 -910,777,365 910,777,365

    貸付金・基金等の増加 150,884,955 -150,884,955

    貸付金・基金等の減少 -117,065,815 117,065,815

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 643,819,522 643,819,522

  その他 -11,300,000 26,500,000 -37,800,000

  本年度純資産変動額 -89,413,731 118,051,896 -207,465,627

本年度末純資産残高 10,903,249,634 16,796,912,679 -5,893,663,045

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 3,868,000

本年度歳計外現金増減額 -1,909,505

本年度末歳計外現金残高 1,958,495

本年度末現金預金残高 65,895,210

    その他の収入 -

財務活動収支 48,375,415

本年度資金収支額 -71,180,698

前年度末資金残高 135,117,413

本年度末資金残高 63,936,715

  財務活動支出 579,224,585

    地方債償還支出 579,224,585

    その他の支出 -

  財務活動収入 627,600,000

    地方債発行収入 627,600,000

    貸付金元金回収収入 30,000,000

    資産売却収入 6,520,337

    その他の収入 42,791,544

投資活動収支 -219,649,673

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 255,925,881

    国県等補助金収入 100,643,000

    基金取崩収入 75,971,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 475,575,554

    公共施設等整備費支出 324,690,599

    基金積立金支出 120,884,955

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 92,549,000

    災害復旧事業費支出 54,749,000

    その他の支出 37,800,000

  臨時収入 -

業務活動収支 100,093,560

  業務収入 5,575,527,640

    税収等収入 3,486,506,322

    国県等補助金収入 1,907,032,968

    使用料及び手数料収入 60,905,097

    その他の収入 121,083,253

    移転費用支出 3,549,443,235

      補助金等支出 2,979,441,026

      社会保障給付支出 450,730,298

      他会計への繰出支出 113,665,424

      その他の支出 5,606,487

    業務費用支出 1,833,441,845

      人件費支出 1,031,889,853

      物件費等支出 761,126,998

      支払利息支出 15,700,911

      その他の支出 24,724,083

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 5,382,885,080


