
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 90,634,535,915   固定負債 20,734,118,208

    有形固定資産 83,874,163,926     地方債 19,609,059,324

      事業用資産 51,232,806,768     長期未払金 43,884

        土地 30,034,644,983     退職手当引当金 1,125,015,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 51,929,641,467     その他 -

        建物減価償却累計額 -31,408,890,972   流動負債 2,895,977,476

        工作物 1,691,795,444     １年内償還予定地方債 2,652,366,515

        工作物減価償却累計額 -1,014,384,154     未払金 1,063,976

        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 242,546,985

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 23,630,095,684

        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 94,247,506,915

      インフラ資産 32,236,015,791   余剰分（不足分） -20,784,920,609

        土地 191,609,011

        建物 385,460,673

        建物減価償却累計額 -32,360,954

        工作物 100,708,292,717

        工作物減価償却累計額 -69,589,043,060

        その他 7,500,060

        その他減価償却累計額 -2,055,250

        建設仮勘定 566,612,594

      物品 2,008,843,112

      物品減価償却累計額 -1,603,501,745

    無形固定資産 19,063,773

      ソフトウェア 19,063,692

      その他 81

    投資その他の資産 6,741,308,216

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 392,481,502

      長期貸付金 135,660,398

      基金 5,698,325,672

        減債基金 179,478,887

        その他 5,518,846,785

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,951,356

  流動資産 6,458,146,075

    現金預金 1,941,341,689

    未収金 910,223,110

    短期貸付金 -

    基金 3,612,971,000

      財政調整基金 3,612,971,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,389,724 純資産合計 73,462,586,306

資産合計 97,092,681,990 負債及び純資産合計 97,092,681,990

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）

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 金額

  経常費用 34,507,299,322

    業務費用 12,743,609,600

      人件費 4,191,759,916

        職員給与費 3,407,139,366

        賞与等引当金繰入額 5,583,798

        退職手当引当金繰入額 -150,782,000

        その他 929,818,752

      物件費等 8,324,394,966

        物件費 4,807,040,607

        維持補修費 218,664,282

        減価償却費 3,294,758,067

        その他 3,932,010

      その他の業務費用 227,454,718

        支払利息 130,737,660

        徴収不能引当金繰入額 56,432,236

        その他 40,284,822

    移転費用 21,763,689,722

      補助金等 14,043,170,167

      社会保障給付 5,019,219,963

      他会計への繰出金 2,659,712,396

      その他 41,587,196

  経常収益 969,308,376

    使用料及び手数料 180,988,588

    その他 788,319,788

純経常行政コスト 33,537,990,946

  臨時損失 35,820

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 35,820

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 33,519,488,578

    その他 -

  臨時利益 18,538,188

    資産売却益 18,538,188



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 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 72,952,093,829 96,148,841,543 -23,196,747,714

  純行政コスト（△） -33,519,488,578 -33,519,488,578

  財源 33,627,603,587 33,627,603,587

    税収等 17,387,847,613 17,387,847,613

    国県等補助金 16,239,755,974 16,239,755,974

  本年度差額 108,115,009 108,115,009

  固定資産等の変動（内部変動） -2,303,712,096 2,303,712,096

    有形固定資産等の増加 2,426,141,137 -2,426,141,137

    有形固定資産等の減少 -3,884,177,086 3,884,177,086

    貸付金・基金等の増加 1,595,472,251 -1,595,472,251

    貸付金・基金等の減少 -2,441,148,398 2,441,148,398

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 402,377,468 402,377,468

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 510,492,477 -1,901,334,628 2,411,827,105

本年度末純資産残高 73,462,586,306 94,247,506,915 -20,784,920,609

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）

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 31,462,359,558

    業務費用支出 9,537,617,499

      人件費支出 4,336,958,118

      物件費等支出 5,038,330,273

      支払利息支出 130,737,660

      その他の支出 31,591,448

    移転費用支出 21,924,742,059

      補助金等支出 14,204,222,504

      社会保障給付支出 5,019,219,963

      他会計への繰出支出 2,659,712,396

      その他の支出 41,587,196

  業務収入 33,889,369,350

    税収等収入 17,563,978,107

    国県等補助金収入 15,351,402,022

    使用料及び手数料収入 181,968,188

    その他の収入 792,021,033

  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 2,427,009,792

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,096,662,192

    公共施設等整備費支出 1,761,367,174

    基金積立金支出 1,332,295,018

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,262,220,124

    国県等補助金収入 199,528,400

    基金取崩収入 2,115,413,300

    貸付金元金回収収入 4,131,000

    資産売却収入 -56,852,576

    その他の収入 -

投資活動収支 -834,442,068

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,938,663,470

    地方債償還支出 2,938,663,470

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,170,960,000

    地方債発行収入 2,170,960,000

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 1,941,341,689

    その他の収入 -

財務活動収支 -767,703,470

本年度資金収支額 824,864,254

前年度末資金残高 1,116,477,435

本年度末資金残高 1,941,341,689


