
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目科目科目科目 金額金額金額金額 科目科目科目科目 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 42,646,017,583   固定負債 6,466,722,925

    有形固定資産 36,163,931,293     地方債 5,546,113,762

      事業用資産 10,082,879,464     長期未払金 -

        土地 3,759,185,583     退職手当引当金 880,798,743

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,355,465,500     その他 39,810,420

        建物減価償却累計額 -9,311,039,737   流動負債 1,049,198,353

        工作物 1,768,962,866     １年内償還予定地方債 852,661,788

        工作物減価償却累計額 -1,598,806,328     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 85,294,618

        航空機 -     預り金 103,892,331

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,349,616

        その他 - 負債合計 7,515,921,278

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 109,111,580   固定資産等形成分 45,104,532,632

      インフラ資産 25,905,569,246   余剰分（不足分） -6,542,425,039

        土地 8,806,672,221

        建物 168,492,321

        建物減価償却累計額 -45,247,369

        工作物 39,085,150,195

        工作物減価償却累計額 -22,284,076,922

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 174,578,800

      物品 891,046,658

      物品減価償却累計額 -715,564,075

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,482,086,290

      投資及び出資金 3,324,954,959

        有価証券 -

        出資金 3,324,954,959

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 160,095,038

      長期貸付金 -

      基金 3,007,346,413

        減債基金 1,262,852,356

        その他 1,744,494,057

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,310,120

  流動資産 3,432,011,288

    現金預金 917,030,305

    未収金 60,352,644

    短期貸付金 -

    基金 2,458,515,049

      財政調整基金 2,458,515,049

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,886,710 純資産合計 38,562,107,593

資産合計 46,078,028,871 負債及び純資産合計 46,078,028,871

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 13,699,302,415

    その他 -

  臨時利益 2,303,203

    資産売却益 2,303,203

    資産除売却損 1

    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 13,658,896,620

  臨時損失 42,708,998

    災害復旧事業費 42,708,997

  経常収益 131,711,058

    使用料及び手数料 55,243,533

    その他 76,467,525

      社会保障給付 1,443,165,898

      他会計への繰出金 906,816,244

      その他 63,076,930

        その他 119,128,124

    移転費用 7,905,260,561

      補助金等 5,492,201,489

      その他の業務費用 154,013,524

        支払利息 24,575,280

        徴収不能引当金繰入額 10,310,120

        維持補修費 109,891,288

        減価償却費 1,134,423,707

        その他 -

        その他 477,384,541

      物件費等 4,196,204,675

        物件費 2,951,889,680

        職員給与費 972,449,759

        賞与等引当金繰入額 85,294,618

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,790,607,678

    業務費用 5,885,347,117

      人件費 1,535,128,918

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目科目科目科目 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目科目科目科目 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 38,905,308,973 45,530,363,584 -6,625,054,611

  純行政コスト（△） -13,699,302,415 -13,699,302,415

  財源 13,358,651,100 13,358,651,100

    税収等 7,206,487,077 7,206,487,077

    国県等補助金 6,152,164,023 6,152,164,023

  本年度差額 -340,651,315 -340,651,315

  固定資産等の変動（内部変動） -423,280,887 423,280,887

    有形固定資産等の増加 2,068,978,187 -2,068,978,187

    有形固定資産等の減少 -2,056,233,912 2,056,233,912

    貸付金・基金等の増加 397,665,473 -397,665,473

    貸付金・基金等の減少 -833,690,635 833,690,635

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -2,550,065 -2,550,065 -

  本年度純資産変動額 -343,201,380 -425,830,952 82,629,572

本年度末純資産残高 38,562,107,593 45,104,532,632 -6,542,425,039

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 104,352,877

本年度歳計外現金増減額 -460,546

本年度末歳計外現金残高 103,892,331

本年度末現金預金残高 917,030,305

    その他の収入 -

財務活動収支 130,409,218

本年度資金収支額 205,864,379

前年度末資金残高 607,273,595

本年度末資金残高 813,137,974

  財務活動支出 805,861,782

    地方債償還支出 805,861,782

    その他の支出 -

  財務活動収入 936,271,000

    地方債発行収入 936,271,000

    貸付金元金回収収入 120,000

    資産売却収入 2,303,204

    その他の収入 -

投資活動収支 -246,096,764

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,089,536,704

    国県等補助金収入 477,198,000

    基金取崩収入 609,915,500

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,335,633,468

    公共施設等整備費支出 1,147,167,984

    基金積立金支出 156,014,484

    投資及び出資金支出 32,451,000

  臨時支出 42,708,997

    災害復旧事業費支出 42,708,997

    その他の支出 -

  臨時収入 25,769,000

業務活動収支 321,551,925

  業務収入 12,985,072,985

    税収等収入 7,211,295,668

    国県等補助金収入 5,649,197,023

    使用料及び手数料収入 56,042,633

    その他の収入 68,537,661

    移転費用支出 7,905,260,561

      補助金等支出 5,492,201,489

      社会保障給付支出 1,443,165,898

      他会計への繰出支出 906,816,244

      その他の支出 63,076,930

    業務費用支出 4,741,320,502

      人件費支出 1,534,723,829

      物件費等支出 3,069,130,584

      支払利息支出 24,575,280

      その他の支出 112,890,809

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目科目科目科目 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 12,646,581,063


