
【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 27,403,646,671   固定負債 13,970,178,477

    有形固定資産 25,445,765,365     地方債等 8,319,392,842

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 4,965,359,635

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,203,556,875

        建物 12,075,968,748     １年内償還予定地方債等 1,095,093,137

        建物減価償却累計額 -6,783,759,642     未払金 48,160,243

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 239,281,515     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -108,001,328     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 57,092,000

        船舶 -     預り金 1,958,495

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,253,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 15,173,735,352

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 27,846,212,671

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -14,299,686,528

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 55,543,000

        その他減価償却累計額 -52,105,744

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 19,215,900

      インフラ資産 16,294,186,499

        土地 692,419,178

        土地減損損失累計額 -

        建物 560,797,433

        建物減価償却累計額 -58,580,861

        建物減損損失累計額 -

        工作物 28,713,155,082

        工作物減価償却累計額 -13,704,564,865

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 90,960,532

      物品 1,198,401,381

      物品減価償却累計額 -790,952,076

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 4,880,928

      ソフトウェア 4,880,928

      その他 -

    投資その他の資産 1,953,000,378

      投資及び出資金 154,383,910

        有価証券 86,442,910

        出資金 67,941,000

        その他 -

      長期延滞債権 39,267,440

      長期貸付金 854,643,790

      基金 906,591,238

        減債基金 115,001,000

        その他 791,590,238

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,886,000

  流動資産 1,316,614,824

    現金預金 818,945,855

    未収金 53,749,117

    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 1,819,640

    その他 -

    徴収不能引当金 -465,788

  繰延資産 - 純資産合計 13,546,526,143

資産合計 28,720,261,495 負債及び純資産合計 28,720,261,495

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,837,117,248

    業務費用 3,199,817,333

      人件費 1,076,073,975

        職員給与費 776,298,628

        賞与等引当金繰入額 57,092,000

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 242,683,347

      物件費等 2,013,168,074

        物件費 776,766,881

        維持補修費 73,163,591

        減価償却費 1,038,828,885

        その他 124,408,717

      その他の業務費用 110,575,284

        支払利息 73,985,633

        徴収不能引当金繰入額 211,000

        その他 36,378,651

    移転費用 4,637,299,915

      補助金等 4,180,956,530

      社会保障給付 450,730,298

      その他 5,613,087

  経常収益 509,041,859

    使用料及び手数料 338,394,938

    その他 170,646,921

純経常行政コスト 7,328,075,389

  臨時損失 245,775,703

    災害復旧事業費 54,749,000

    資産除売却損 187,209,933

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,816,770

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 7,573,851,092



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 13,568,388,124 28,060,941,510 -14,492,553,386 -

  純行政コスト（△） -7,573,851,092 -7,573,851,092 -

  財源 6,923,447,071 6,923,447,071 -

    税収等 4,091,401,118 4,091,401,118 -

    国県等補助金 2,832,045,953 2,832,045,953 -

  本年度差額 -650,404,021 -650,404,021 -

  固定資産等の変動（内部変動） -885,048,361 885,048,361

    有形固定資産等の増加 391,473,099 -391,473,099

    有形固定資産等の減少 -1,318,004,176 1,318,004,176

    貸付金・基金等の増加 160,548,531 -160,548,531

    貸付金・基金等の減少 -119,065,815 119,065,815

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 643,819,522 643,819,522

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -15,277,482 26,500,000 -41,777,482

  本年度純資産変動額 -21,861,981 -214,728,839 192,866,858 -

本年度末純資産残高 13,546,526,143 27,846,212,671 -14,299,686,528 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 6,698,317,036

    業務費用支出 2,061,017,121

      人件費支出 1,068,467,975

      物件費等支出 882,630,862

      支払利息支出 73,985,633

      その他の支出 35,932,651

    移転費用支出 4,637,299,915

      補助金等支出 4,180,956,530

      社会保障給付支出 450,730,298

      その他の支出 5,613,087

  業務収入 7,192,559,469

    税収等収入 3,880,510,652

    国県等補助金収入 2,731,402,953

    使用料及び手数料収入 444,753,383

    その他の収入 135,892,481

  臨時支出 99,365,770

    災害復旧事業費支出 54,749,000

    その他の支出 44,616,770

  臨時収入 22,318

業務活動収支 394,898,981

【投資活動収支】

  投資活動支出 565,610,739

    公共施設等整備費支出 414,673,784

    基金積立金支出 120,936,955

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 30,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 381,901,137

    国県等補助金収入 267,409,800

    基金取崩収入 77,971,000

    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 -

投資活動収支 -183,709,602

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,153,129,699

    地方債等償還支出 1,153,129,699

    その他の支出 -

  財務活動収入 837,073,596

    地方債等発行収入 837,073,596

    その他の収入 -

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 818,945,855

財務活動収支 -316,056,103

本年度資金収支額 -104,866,724

前年度末資金残高 921,854,084

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 816,987,360


