
【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 13,078,976,494   固定負債 4,850,437,611

    有形固定資産 11,299,643,458     地方債 3,615,137,611

      事業用資産 4,053,816,613     長期未払金 -

        土地 1,348,960,232     退職手当引当金 1,235,300,000

        立木竹 13,331,751     損失補償等引当金 -

        建物 6,177,404,690     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,613,916,665   流動負債 466,865,015

        工作物 259,230,840     １年内償還予定地方債 395,515,381

        工作物減価償却累計額 -136,276,235     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 62,494,000

        航空機 -     預り金 8,855,634

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,317,302,626

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5,082,000   固定資産等形成分 14,231,608,494

      インフラ資産 7,188,084,953   余剰分（不足分） -4,570,304,552

        土地 393,858,495

        建物 100,453,430

        建物減価償却累計額 -74,658,745

        工作物 17,641,374,368

        工作物減価償却累計額 -10,924,005,095

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 51,062,500

      物品 370,260,435

      物品減価償却累計額 -312,518,543

    無形固定資産 11,500,063

      ソフトウェア 11,500,063

      その他 -

    投資その他の資産 1,767,832,973

      投資及び出資金 740,548,000

        有価証券 11,800,000

        出資金 728,748,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 39,681,968

      長期貸付金 5,700,000

      基金 987,318,005

        減債基金 29,901,000

        その他 957,417,005

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,415,000

  流動資産 1,899,630,074

    現金預金 405,233,624

    未収金 341,764,450

    短期貸付金 -

    基金 1,152,632,000

      財政調整基金 1,152,632,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 9,661,303,942

資産合計 14,978,606,568 負債及び純資産合計 14,978,606,568

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 40,028,000

純行政コスト 5,232,483,388

    その他 -

  臨時利益 40,098,875

    資産売却益 70,875

    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 4,970,720,083

  臨時損失 301,862,180

    災害復旧事業費 301,862,180

  経常収益 214,375,063

    使用料及び手数料 118,765,479

    その他 95,609,584

      社会保障給付 289,383,771

      他会計への繰出金 457,546,238

      その他 33,679,271

        その他 3,781,169

    移転費用 2,513,236,132

      補助金等 1,732,626,852

      その他の業務費用 26,666,531

        支払利息 22,885,362

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 52,025,563

        減価償却費 547,756,733

        その他 -

        その他 94,218,692

      物件費等 1,748,111,992

        物件費 1,148,329,696

        職員給与費 740,367,799

        賞与等引当金繰入額 62,494,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,185,095,146

    業務費用 2,671,859,014

      人件費 897,080,491

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 9,764,075,306 14,470,575,470 -4,706,500,164

  純行政コスト（△） -5,232,483,388 -5,232,483,388

  財源 5,188,590,894 5,188,590,894

    税収等 3,244,179,420 3,244,179,420

    国県等補助金 1,944,411,474 1,944,411,474

  本年度差額 -43,892,494 -43,892,494

  固定資産等の変動（内部変動） -180,088,106 180,088,106

    有形固定資産等の増加 228,857,331 -228,857,331

    有形固定資産等の減少 -547,756,733 547,756,733

    貸付金・基金等の増加 517,321,869 -517,321,869

    貸付金・基金等の減少 -378,510,573 378,510,573

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -58,878,870 -58,878,870

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -102,771,364 -238,966,976 136,195,612

本年度末純資産残高 9,661,303,942 14,231,608,494 -4,570,304,552

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 8,855,634

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 8,855,634

本年度末現金預金残高 405,233,624

    その他の収入 -

財務活動収支 -104,701,407

本年度資金収支額 -516,725

前年度末資金残高 396,894,715

本年度末資金残高 396,377,990

  財務活動支出 381,001,407

    地方債償還支出 381,001,407

    その他の支出 -

  財務活動収入 276,300,000

    地方債発行収入 276,300,000

    貸付金元金回収収入 1,782,040

    資産売却収入 70,875

    その他の収入 -

投資活動収支 -256,755,475

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 483,268,008

    国県等補助金収入 105,118,000

    基金取崩収入 376,297,093

【投資活動収支】

  投資活動支出 740,023,483

    公共施設等整備費支出 228,857,331

    基金積立金支出 511,166,152

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 301,862,180

    災害復旧事業費支出 301,862,180

    その他の支出 -

  臨時収入 183,770,000

業務活動収支 360,940,157

  業務収入 5,112,587,750

    税収等収入 3,239,912,029

    国県等補助金収入 1,657,556,558

    使用料及び手数料収入 118,891,519

    その他の収入 96,227,644

    移転費用支出 2,513,236,132

      補助金等支出 1,732,626,852

      社会保障給付支出 289,383,771

      他会計への繰出支出 457,546,238

      その他の支出 33,679,271

    業務費用支出 2,120,319,281

      人件費支出 893,297,491

      物件費等支出 1,200,355,259

      支払利息支出 22,885,362

      その他の支出 3,781,169

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 4,633,555,413


