
【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 17,424,311,772   固定負債 6,464,547,825

    有形固定資産 15,466,717,882     地方債等 5,005,508,763

      事業用資産 4,055,521,613     長期未払金 -

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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 13,331,751     その他 223,739,062

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 745,608,607

        建物 6,177,404,690     １年内償還予定地方債等 569,715,109

        建物減価償却累計額 -3,613,916,665     未払金 92,282,562

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 260,935,840     前受金 3,728,302

        工作物減価償却累計額 -136,276,235     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 71,027,000

        船舶 -     預り金 8,855,634

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,210,156,432

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 18,716,084,722

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,119,995,058

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 5,082,000

      インフラ資産 11,290,280,768

        土地 418,867,804

        土地減損損失累計額 -

        建物 164,682,755

        建物減価償却累計額 -126,508,527

        建物減損損失累計額 -

        工作物 31,050,303,596

        工作物減価償却累計額 -20,275,723,474

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 58,658,614

      物品 951,965,278

      物品減価償却累計額 -831,049,777

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 11,530,480

      ソフトウェア 11,530,480

      その他 -

    投資その他の資産 1,946,063,410

      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 -

      長期延滞債権 83,589,407

      長期貸付金 5,700,000

      基金 1,126,650,003

        減債基金 29,901,000

        その他 1,096,749,003

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,424,000

  流動資産 2,381,934,324

    現金預金 664,715,783

    未収金 421,719,116

    短期貸付金 -

    基金 1,291,772,950

      財政調整基金 1,291,772,950

      減債基金 -

    棚卸資産 3,822,475

    その他 -

    徴収不能引当金 -96,000

  繰延資産 - 純資産合計 12,596,089,664

資産合計 19,806,246,096 負債及び純資産合計 19,806,246,096

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
自　令和2年4月1日
至　令和3年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,852,105,039

    業務費用 3,664,283,198

      人件費 964,916,374

        職員給与費 797,786,419

        賞与等引当金繰入額 68,650,000

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 98,479,955

      物件費等 2,616,290,456

        物件費 1,622,879,089

        維持補修費 95,391,474

        減価償却費 898,019,893

        その他 -

      その他の業務費用 83,076,368

        支払利息 60,507,691

        徴収不能引当金繰入額 127,000

        その他 22,441,677

    移転費用 4,187,821,841

      補助金等 3,863,658,099

      社会保障給付 289,383,771

      その他 34,779,971

  経常収益 863,177,419

    使用料及び手数料 742,051,885

    その他 121,125,534

純経常行政コスト 6,988,927,620

  臨時損失 303,405,576

    災害復旧事業費 301,862,180

    資産除売却損 1,543,396

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 40,098,875

    資産売却益 70,875

    その他 40,028,000

純行政コスト 7,252,234,321



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 12,736,166,632 19,157,799,141 -6,421,632,509 -

  純行政コスト（△） -7,252,234,321 -7,252,234,321 -

  財源 7,169,231,469 7,169,231,469 -

    税収等 4,048,279,099 4,048,279,099 -

    国県等補助金 3,120,952,370 3,120,952,370 -

  本年度差額 -83,002,852 -83,002,852 -

  固定資産等の変動（内部変動） -382,835,549 382,835,549

    有形固定資産等の増加 373,987,136 -373,987,136

    有形固定資産等の減少 -899,563,289 899,563,289

    貸付金・基金等の増加 542,262,453 -542,262,453

    貸付金・基金等の減少 -399,521,849 399,521,849

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -58,878,870 -58,878,870

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 1,804,754 - 1,804,754

  本年度純資産変動額 -140,076,968 -441,714,419 301,637,451 -

本年度末純資産残高 12,596,089,664 18,716,084,722 -6,119,995,058 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 6,893,715,948

    業務費用支出 2,705,894,107

      人件費支出 959,693,374

      物件費等支出 1,664,960,119

      支払利息支出 60,507,691

      その他の支出 20,732,923

    移転費用支出 4,187,821,841

      補助金等支出 3,863,658,099

      社会保障給付支出 289,383,771

      その他の支出 34,779,971

  業務収入 7,732,377,155

    税収等収入 4,043,733,919

    国県等補助金収入 2,834,097,454

    使用料及び手数料収入 735,736,969

    その他の収入 118,808,813

  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 720,569,027

【投資活動収支】

  投資活動支出 906,160,558

    公共施設等整備費支出 373,987,136

    基金積立金支出 532,173,422

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 504,111,008

    国県等補助金収入 105,118,000

    基金取崩収入 397,140,093

    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 -402,049,550

【財務活動収支】

  財務活動支出 556,017,387

    地方債等償還支出 556,017,387

    その他の支出 -

  財務活動収入 308,000,000

    地方債等発行収入 308,000,000

    その他の収入 -

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 664,715,783

財務活動収支 -248,017,387

本年度資金収支額 70,502,090

前年度末資金残高 585,358,059

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 655,860,149


