
【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 16,949,148,547   固定負債 4,148,098,557

    有形固定資産 12,809,247,230     地方債 2,843,533,557

      事業用資産 10,452,535,996     長期未払金 -

        土地 4,312,960,604     退職手当引当金 1,304,565,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,427,160,187     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,576,674,541   流動負債 596,549,780

        工作物 1,384,426,440     １年内償還予定地方債 538,040,852

        工作物減価償却累計額 -1,115,651,947     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 52,740,430

        航空機 -     預り金 5,768,498

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 3,770,502 負債合計 4,744,648,337

        その他減価償却累計額 -2,749,249 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,294,000   固定資産等形成分 19,837,504,547

      インフラ資産 2,246,253,075   余剰分（不足分） -4,086,281,397

        土地 137,777,084

        建物 596,191,986

        建物減価償却累計額 -265,638,532

        工作物 16,013,892,067

        工作物減価償却累計額 -14,288,870,139

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -10,100,591

        建設仮勘定 32,102,400

      物品 782,361,337

      物品減価償却累計額 -671,903,178

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,139,901,317

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 10,068,165

      長期貸付金 4,115,000

      基金 4,009,664,572

        減債基金 -

        その他 4,009,664,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -521,420

  流動資産 3,546,722,940

    現金預金 653,955,327

    未収金 4,411,613

    短期貸付金 -

    基金 2,888,356,000

      財政調整基金 2,297,709,000

      減債基金 590,647,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 15,751,223,150

資産合計 20,495,871,487 負債及び純資産合計 20,495,871,487

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 6,993,000

純行政コスト 5,057,638,651

    その他 -

  臨時利益 13,010,751

    資産売却益 6,017,751

    資産除売却損 -

    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 5,070,649,402

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 170,331,508

    使用料及び手数料 51,033,755

    その他 119,297,753

      社会保障給付 372,273,858

      他会計への繰出金 672,969,508

      その他 9,998,108

        その他 6,727,721

    移転費用 2,638,567,671

      補助金等 1,583,326,197

      その他の業務費用 18,958,158

        支払利息 12,230,437

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 182,840,036

        減価償却費 595,680,431

        その他 8,827,905

        その他 313,916,014

      物件費等 1,578,551,012

        物件費 791,202,640

        職員給与費 638,247,625

        賞与等引当金繰入額 52,740,430

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,240,980,910

    業務費用 2,602,413,239

      人件費 1,004,904,069

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 14,999,194,285 19,437,614,526 -4,438,420,241

  純行政コスト（△） -5,057,638,651 -5,057,638,651

  財源 5,809,667,368 5,809,667,368

    税収等 4,137,268,450 4,137,268,450

    国県等補助金 1,672,398,918 1,672,398,918

  本年度差額 752,028,717 752,028,717

  固定資産等の変動（内部変動） 399,889,873 -399,889,873

    有形固定資産等の増加 567,977,840 -567,977,840

    有形固定資産等の減少 -597,615,791 597,615,791

    貸付金・基金等の増加 430,917,824 -430,917,824

    貸付金・基金等の減少 -1,390,000 1,390,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 148 148

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 752,028,865 399,890,021 352,138,844

本年度末純資産残高 15,751,223,150 19,837,504,547 -4,086,281,397

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 5,710,454

本年度歳計外現金増減額 58,044

本年度末歳計外現金残高 5,768,498

本年度末現金預金残高 653,955,327

    その他の収入 -

財務活動収支 -265,455,899

本年度資金収支額 79,647,075

前年度末資金残高 568,539,754

本年度末資金残高 648,186,829

  財務活動支出 647,055,899

    地方債償還支出 647,055,899

    その他の支出 -

  財務活動収入 381,600,000

    地方債発行収入 381,600,000

    貸付金元金回収収入 890,000

    資産売却収入 7,953,111

    その他の収入 -

投資活動収支 -795,734,329

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 202,203,511

    国県等補助金収入 192,860,400

    基金取崩収入 500,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 997,937,840

    公共施設等整備費支出 567,977,840

    基金積立金支出 429,960,000

    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 1,140,837,303

  業務収入 5,787,493,349

    税収等収入 4,137,956,111

    国県等補助金収入 1,479,538,518

    使用料及び手数料収入 51,033,755

    その他の収入 118,964,965

    移転費用支出 2,638,567,671

      補助金等支出 1,583,326,197

      社会保障給付支出 372,273,858

      他会計への繰出支出 672,969,508

      その他の支出 9,998,108

    業務費用支出 2,008,088,375

      人件費支出 1,006,259,636

      物件費等支出 984,353,888

      支払利息支出 12,230,437

      その他の支出 5,244,414

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 4,646,656,046


