
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 13,724,172,465   固定負債 3,665,401,124

    有形固定資産 13,370,142,090     地方債 2,005,817,417

      事業用資産 12,631,346,288     長期未払金 -

        土地 1,554,647,580     退職手当引当金 1,651,445,845

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,330,343,923     その他 8,137,862

        建物減価償却累計額 -7,205,636,983   流動負債 586,360,632

        工作物 8,269,850,958     １年内償還予定地方債 400,990,074

        工作物減価償却累計額 -7,154,848,814     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 177,622,834

        航空機 -     預り金 615,164

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,132,560

        その他 - 負債合計 4,251,761,756

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 6,836,989,624   固定資産等形成分 13,750,613,679

      インフラ資産 355,178,235   余剰分（不足分） -4,201,330,252

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1,259,532,931

        工作物減価償却累計額 -904,354,696

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,177,527,425

      物品減価償却累計額 -1,793,909,858

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 354,030,375

      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 354,030,375

        減債基金 -

        その他 354,030,375

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 76,872,718

    現金預金 50,431,504

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 26,441,214

      財政調整基金 26,441,214

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 9,549,283,427

資産合計 13,801,045,183 負債及び純資産合計 13,801,045,183

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 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,739,969,320

    その他 5,737,809

  臨時利益 1,780,997

    資産売却益 1,780,997

    資産除売却損 14,938,281

    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 4,721,074,227

  臨時損失 20,676,090

    災害復旧事業費 -

  経常収益 77,929,943

    使用料及び手数料 17,951,097

    その他 59,978,846

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 1,719,167

        その他 4,795,268

    移転費用 21,776,804

      補助金等 20,057,637

      その他の業務費用 13,687,222

        支払利息 8,891,954

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 21,963,554

        減価償却費 483,514,176

        その他 -

        その他 34,200,496

      物件費等 1,832,380,344

        物件費 1,326,902,614

        職員給与費 2,161,724,482

        賞与等引当金繰入額 177,622,834

        退職手当引当金繰入額 557,611,988

  経常費用 4,799,004,170

    業務費用 4,777,227,366

      人件費 2,931,159,800

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 （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 4,201,371,617 8,344,565,426 -4,143,193,809

  純行政コスト（△） -4,739,969,320 -4,739,969,320

  財源 10,090,634,250 10,090,634,250

    税収等 7,546,275,000 7,546,275,000

    国県等補助金 2,544,359,250 2,544,359,250

  本年度差額 5,350,664,930 5,350,664,930

  固定資産等の変動（内部変動） 5,408,801,373 -5,408,801,373

    有形固定資産等の増加 6,005,875,120 -6,005,875,120

    有形固定資産等の減少 -498,452,460 498,452,460

    貸付金・基金等の増加 76,251,713 -76,251,713

    貸付金・基金等の減少 -174,873,000 174,873,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,753,120 -2,753,120

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 5,347,911,810 5,406,048,253 -58,136,443

本年度末純資産残高 9,549,283,427 13,750,613,679 -4,201,330,252

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 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 8,800,598

本年度歳計外現金増減額 -8,185,434

本年度末歳計外現金残高 615,164

本年度末現金預金残高 50,431,504

    その他の収入 358,214,000

財務活動収支 215,486,505

本年度資金収支額 -20,286,316

前年度末資金残高 70,102,656

本年度末資金残高 49,816,340

  財務活動支出 401,127,495

    地方債償還支出 391,764,843

    その他の支出 9,362,652

  財務活動収入 616,614,000

    地方債発行収入 258,400,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,781,000

    その他の収入 39,738,467

投資活動収支 -3,326,785,366

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,755,341,467

    国県等補助金収入 2,538,949,000

    基金取崩収入 174,873,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,082,126,833

    公共施設等整備費支出 6,005,875,120

    基金積立金支出 76,251,713

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 5,737,809

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 5,737,809

  臨時収入 -

業務活動収支 3,091,012,545

  業務収入 7,231,662,726

    税収等収入 7,148,322,533

    国県等補助金収入 5,410,250

    使用料及び手数料収入 17,951,097

    その他の収入 59,978,846

    移転費用支出 21,776,804

      補助金等支出 20,057,637

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,719,167

    業務費用支出 4,113,135,568

      人件費支出 2,750,582,178

      物件費等支出 1,348,866,168

      支払利息支出 8,891,954

      その他の支出 4,795,268

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 4,134,912,372


