
【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 15,834,444,905   固定負債 1,766,023,731

    有形固定資産 15,831,946,297     地方債 176,614,292

      事業用資産 14,701,450,767     長期未払金 93,580,000

        土地 4,388,649,601     退職手当引当金 1,495,829,439

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,976,285,995     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,701,355,569   流動負債 353,476,069

        工作物 223,607,641     １年内償還予定地方債 159,712,758

        工作物減価償却累計額 -185,736,901     未払金 11,849,000

        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 158,065,821

        航空機 -     預り金 8,800,078

        航空機減価償却累計額 -     その他 15,048,412

        その他 - 負債合計 2,119,499,800

        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 16,037,330,033

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -2,066,069,718

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,289,223,975

      物品減価償却累計額 -2,158,728,445

    無形固定資産 2,498,608

      ソフトウェア 2,498,608

      その他 -

    投資その他の資産 -

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 256,315,210

    現金預金 53,430,082

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 202,885,128

      財政調整基金 202,885,128

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 13,971,260,315

資産合計 16,090,760,115 負債及び純資産合計 16,090,760,115

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 5,214,226,418

    その他 -

  臨時利益 60,499

    資産売却益 60,499

    資産除売却損 4

    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 5,214,286,913

  臨時損失 4

    災害復旧事業費 -

  経常収益 289,654,832

    使用料及び手数料 251,685,590

    その他 37,969,242

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 50,000,000

      その他 1,877,100

        その他 -

    移転費用 215,227,259

      補助金等 163,350,159

      その他の業務費用 6,539,893

        支払利息 6,539,893

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 205,497,252

        減価償却費 1,293,574,271

        その他 123,431,959

        その他 358,213,717

      物件費等 3,249,441,210

        物件費 1,626,937,728

        職員給与費 1,681,859,189

        賞与等引当金繰入額 -878,476

        退職手当引当金繰入額 -6,461,047

  経常費用 5,503,941,745

    業務費用 5,288,714,486

      人件費 2,032,733,383

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 14,651,453,238 16,898,307,395 -2,246,854,157

  純行政コスト（△） -5,214,226,418 -5,214,226,418

  財源 4,535,243,835 4,535,243,835

    税収等 4,506,021,000 4,506,021,000

    国県等補助金 29,222,835 29,222,835

  本年度差額 -678,982,583 -678,982,583

  固定資産等の変動（内部変動） -859,767,022 859,767,022

    有形固定資産等の増加 696,484,313 -696,484,313

    有形固定資産等の減少 -1,575,137,335 1,575,137,335

    貸付金・基金等の増加 93,886,000 -93,886,000

    貸付金・基金等の減少 -75,000,000 75,000,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,210,340 -1,210,340

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -680,192,923 -860,977,362 180,784,439

本年度末純資産残高 13,971,260,315 16,037,330,033 -2,066,069,718

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 10,014,353

本年度歳計外現金増減額 -1,214,275

本年度末歳計外現金残高 8,800,078

本年度末現金預金残高 53,430,082

    その他の収入 -

財務活動収支 -183,676,284

本年度資金収支額 -22,195,368

前年度末資金残高 66,825,372

本年度末資金残高 44,630,004

  財務活動支出 183,676,284

    地方債償還支出 174,693,948

    その他の支出 8,982,336

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 60,500

    その他の収入 231,515,870

投資活動収支 -188,737,884

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 320,069,370

    国県等補助金収入 13,493,000

    基金取崩収入 75,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 508,807,254

    公共施設等整備費支出 414,921,254

    基金積立金支出 93,886,000

    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 350,218,800

  業務収入 4,811,405,667

    税収等収入 4,506,021,000

    国県等補助金収入 15,729,835

    使用料及び手数料収入 251,685,590

    その他の収入 37,969,242

    移転費用支出 458,707,129

      補助金等支出 175,314,159

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 281,515,870

      その他の支出 1,877,100

    業務費用支出 4,002,479,738

      人件費支出 2,040,072,906

      物件費等支出 1,955,866,939

      支払利息支出 6,539,893

      その他の支出 -

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 4,461,186,867


