
【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 231,921,836,267   固定負債 26,785,465,250

    有形固定資産 214,671,237,241     地方債 19,798,564,962

      事業用資産 91,052,358,802     長期未払金 -

        土地 48,908,068,814     退職手当引当金 6,807,665,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 130,392,135,271     その他 179,235,288

        建物減価償却累計額 -92,983,935,625   流動負債 6,617,384,990

        工作物 3,787,920,611     １年内償還予定地方債 5,527,168,720

        工作物減価償却累計額 -2,273,302,293     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 493,904,209

        航空機 -     預り金 499,215,633

        航空機減価償却累計額 -     その他 97,096,428

        その他 629,167,326 負債合計 33,402,850,240

        その他減価償却累計額 -601,831,372 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,194,136,070   固定資産等形成分 242,059,162,443

      インフラ資産 121,344,371,743   余剰分（不足分） -28,569,877,769

        土地 46,175,960,635

        建物 834,902,667

        建物減価償却累計額 -363,787,306

        工作物 236,169,636,888

        工作物減価償却累計額 -161,857,867,023

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 385,525,882

      物品 5,664,784,162

      物品減価償却累計額 -3,390,277,466

    無形固定資産 133,940,866

      ソフトウェア 133,940,502

      その他 364

    投資その他の資産 17,116,658,160

      投資及び出資金 618,192,021

        有価証券 -

        出資金 618,192,021

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 401,827,798

      長期貸付金 3,226,000

      基金 16,141,868,059

        減債基金 5,416,935,918

        その他 10,724,932,141

      その他 -

      徴収不能引当金 -48,455,718

  流動資産 14,970,298,647

    現金預金 4,573,881,667

    未収金 261,416,049

    短期貸付金 2,142,000

    基金 10,135,184,176

      財政調整基金 10,135,184,176

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,325,245 純資産合計 213,489,284,674

資産合計 246,892,134,914 負債及び純資産合計 246,892,134,914

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 60,089,246,715

    その他 -

  臨時利益 9,200,200

    資産売却益 9,200,200

    資産除売却損 35,510,891

    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 60,062,936,024

  臨時損失 35,510,891

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,313,025,303

    使用料及び手数料 462,941,431

    その他 850,083,872

      社会保障給付 8,879,489,794

      他会計への繰出金 4,211,879,002

      その他 13,382,169

        その他 365,953,495

    移転費用 33,340,326,015

      補助金等 20,235,575,050

      その他の業務費用 479,835,640

        支払利息 63,101,182

        徴収不能引当金繰入額 50,780,963

        維持補修費 835,737,034

        減価償却費 8,342,616,648

        その他 -

        その他 1,355,076,976

      物件費等 19,278,215,884

        物件費 10,099,862,202

        職員給与費 5,994,669,028

        賞与等引当金繰入額 493,904,209

        退職手当引当金繰入額 433,933,575

  経常費用 61,375,961,327

    業務費用 28,035,635,312

      人件費 8,277,583,788

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 213,916,723,036 245,397,765,234 -31,481,042,198

  純行政コスト（△） -60,089,246,715 -60,089,246,715

  財源 59,632,191,833 59,632,191,833

    税収等 30,801,631,479 30,801,631,479

    国県等補助金 28,830,560,354 28,830,560,354

  本年度差額 -457,054,882 -457,054,882

  固定資産等の変動（内部変動） -3,368,219,311 3,368,219,311

    有形固定資産等の増加 7,049,100,841 -7,049,100,841

    有形固定資産等の減少 -8,401,040,019 8,401,040,019

    貸付金・基金等の増加 5,564,008,118 -5,564,008,118

    貸付金・基金等の減少 -7,580,288,251 7,580,288,251

  資産評価差額 34,716,520 34,716,520

  無償所管換等 -5,100,000 -5,100,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -427,438,362 -3,338,602,791 2,911,164,429

本年度末純資産残高 213,489,284,674 242,059,162,443 -28,569,877,769

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 481,683,708

本年度歳計外現金増減額 17,531,925

本年度末歳計外現金残高 499,215,633

本年度末現金預金残高 4,573,881,667

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,278,732,568

本年度資金収支額 549,713,214

前年度末資金残高 3,524,952,820

本年度末資金残高 4,074,666,034

  財務活動支出 6,049,192,568

    地方債償還支出 5,914,289,436

    その他の支出 134,903,132

  財務活動収入 3,770,460,000

    地方債発行収入 3,770,460,000

    貸付金元金回収収入 342,142,000

    資産売却収入 32,112,680

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,578,385,018

【財務活動収支】

    貸付金支出 340,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 8,681,351,861

    国県等補助金収入 1,398,362,808

    基金取崩収入 6,908,734,373

【投資活動収支】

  投資活動支出 12,259,736,879

    公共施設等整備費支出 7,049,100,841

    基金積立金支出 4,835,217,339

    投資及び出資金支出 35,418,699

  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 6,406,830,800

  業務収入 59,440,211,946

    税収等収入 30,714,385,388

    国県等補助金収入 27,432,197,546

    使用料及び手数料収入 463,332,304

    その他の収入 830,296,708

    移転費用支出 33,340,326,015

      補助金等支出 20,235,575,050

      社会保障給付支出 8,879,489,794

      他会計への繰出支出 4,211,879,002

      その他の支出 13,382,169

    業務費用支出 19,693,055,131

      人件費支出 8,328,553,637

      物件費等支出 10,935,599,236

      支払利息支出 63,101,182

      その他の支出 365,801,076

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 53,033,381,146


