
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 77,511,669,482   固定負債 15,827,710,864

    有形固定資産 76,449,563,354     地方債 13,168,823,383

      事業用資産 32,199,644,344     長期未払金 -

        土地 18,239,451,629     退職手当引当金 2,250,608,406

        立木竹 3,600,000     損失補償等引当金 139,545

        建物 30,637,373,189     その他 408,139,530

        建物減価償却累計額 -17,501,672,887   流動負債 2,163,037,511

        工作物 2,906,641,471     １年内償還予定地方債 1,361,613,982

        工作物減価償却累計額 -2,088,481,458     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 249,634,345

        航空機 -     預り金 421,840,649

        航空機減価償却累計額 -     その他 129,948,535

        その他 - 負債合計 17,990,748,375

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,732,400   固定資産等形成分 79,141,831,482

      インフラ資産 43,343,148,497   余剰分（不足分） -16,033,061,378

        土地 29,863,606,500

        建物 215,772,385

        建物減価償却累計額 -166,264,490

        工作物 24,523,087,280

        工作物減価償却累計額 -11,114,881,058

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 21,827,880

      物品 3,110,864,880

      物品減価償却累計額 -2,204,094,367

    無形固定資産 1,818,289

      ソフトウェア 1,818,289

      その他 -

    投資その他の資産 1,060,287,839

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 167,726,895

      長期貸付金 7,345,000

      基金 889,352,000

        減債基金 3,089,000

        その他 886,263,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -15,565,056

  流動資産 3,587,848,997

    現金預金 1,910,933,129

    未収金 51,536,451

    短期貸付金 2,762,000

    基金 1,627,400,000

      財政調整基金 1,627,400,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,782,583 純資産合計 63,108,770,104

資産合計 81,099,518,479 負債及び純資産合計 81,099,518,479

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 24,241,303,232

    その他 -

  臨時利益 2,687,003

    資産売却益 2,687,003

    資産除売却損 1,532,886

    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 24,242,457,349

  臨時損失 1,532,886

    災害復旧事業費 -

  経常収益 516,636,202

    使用料及び手数料 209,273,624

    その他 307,362,578

      社会保障給付 3,462,075,803

      他会計への繰出金 1,645,524,823

      その他 85,191,315

        その他 104,179,195

    移転費用 15,055,536,069

      補助金等 9,862,744,128

      その他の業務費用 181,605,411

        支払利息 57,078,577

        徴収不能引当金繰入額 20,347,639

        維持補修費 1,034,546,706

        減価償却費 1,449,441,471

        その他 -

        その他 508,643,045

      物件費等 5,816,336,179

        物件費 3,332,348,002

        職員給与費 2,947,338,502

        賞与等引当金繰入額 249,634,345

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 24,759,093,551

    業務費用 9,703,557,482

      人件費 3,705,615,892

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】

会計：一般会計等 （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 63,053,651,702 79,949,676,785 -16,896,025,083

  純行政コスト（△） -24,241,303,232 -24,241,303,232

  財源 24,222,068,225 24,222,068,225

    税収等 12,796,798,414 12,796,798,414

    国県等補助金 11,425,269,811 11,425,269,811

  本年度差額 -19,235,007 -19,235,007

  固定資産等の変動（内部変動） -800,048,031 800,048,031

    有形固定資産等の増加 266,352,135 -266,352,135

    有形固定資産等の減少 -1,450,974,358 1,450,974,358

    貸付金・基金等の増加 2,686,538,447 -2,686,538,447

    貸付金・基金等の減少 -2,301,964,255 2,301,964,255

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -7,797,272 -7,797,272

  その他 82,150,681 - 82,150,681

  本年度純資産変動額 55,118,402 -807,845,303 862,963,705

本年度末純資産残高 63,108,770,104 79,141,831,482 -16,033,061,378

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 484,726,937

本年度歳計外現金増減額 -62,886,288

本年度末歳計外現金残高 421,840,649

本年度末現金預金残高 1,910,933,129

    その他の収入 -

財務活動収支 -207,643,606

本年度資金収支額 510,701,364

前年度末資金残高 978,391,116

本年度末資金残高 1,489,092,480

  財務活動支出 1,518,204,606

    地方債償還支出 1,373,186,002

    その他の支出 145,018,604

  財務活動収入 1,310,561,000

    地方債発行収入 1,310,561,000

    貸付金元金回収収入 10,724,000

    資産売却収入 2,687,004

    その他の収入 -

投資活動収支 -271,548,906

【財務活動収支】

    貸付金支出 11,033,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,370,687,229

    国県等補助金収入 390,376,225

    基金取崩収入 966,900,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,642,236,135

    公共施設等整備費支出 266,352,135

    基金積立金支出 1,364,851,000

    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 989,893,876

  業務収入 24,278,452,001

    税収等収入 12,798,027,788

    国県等補助金収入 11,034,893,586

    使用料及び手数料収入 209,272,624

    その他の収入 236,258,003

    移転費用支出 15,055,536,069

      補助金等支出 9,862,744,128

      社会保障給付支出 3,462,075,803

      他会計への繰出支出 1,645,524,823

      その他の支出 85,191,315

    業務費用支出 8,233,022,056

      人件費支出 3,706,287,188

      物件費等支出 4,366,894,708

      支払利息支出 57,078,577

      その他の支出 102,761,583

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 23,288,558,125


