
【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 25,587,342,266                  　固定負債 3,774,158,979                    

　　有形固定資産 25,277,082,559                  　　地方債 1,984,836,041                    

　　　事業用資産 24,624,893,122                  　　長期未払金 -                                     

　　　　土地 1,554,552,104                    　　退職手当引当金 1,781,665,402                    

　　　　立木竹 -                                     　　損失補償等引当金 -                                     

　　　　建物 10,640,227,660                  　　その他 7,657,536                          

　　　　建物減価償却累計額 -7,317,991,992                  　流動負債 606,192,665                      

　　　　工作物 8,316,191,637                    　　1年内償還予定地方債 422,281,376                      

　　　　工作物減価償却累計額 -7,195,365,976                  　　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 176,443,654                      

　　　　航空機 -                                     　　預り金 3,355,219                          

　　　　航空機減価償却累計額 -                                     　　その他 4,112,416                          

　　　　その他 -                                     負債合計 4,380,351,644                    

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

　　　　建設仮勘定 18,627,279,689                  　固定資産等形成分 25,613,784,008                  

　　　インフラ資産 225,984,707                      　余剰分（不足分） -4,301,772,660                  

　　　　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 -1,033,548,224                  

　　　　その他 -                                     

　　　　その他減価償却累計額 -                                     

　　　　建設仮勘定 -                                     

　　　物品 2,319,526,226                    

　　　物品減価償却累計額 -1,893,321,496                  

　　無形固定資産 -                                     

　　　ソフトウェア -                                     

　　　その他 -                                     

　　投資その他の資産 310,259,707                      

　　　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 310,259,707                      

　　　　減債基金 -                                     

　　　　その他 310,259,707                      

　　　その他 -                                     

　　　徴収不能引当金 -                                     

　流動資産 105,020,726                      

　　現金預金 78,578,984                        

　　未収金 -                                     

　　短期貸付金 -                                     

　　基金 26,441,742                        

　　　財政調整基金 26,441,742                        

　　　減債基金 -                                     

　　棚卸資産 -                                     

　　その他 -                                     

　　徴収不能引当金 -                                     純資産合計 21,312,011,348                  

資産合計 25,692,362,992                  負債及び純資産合計 25,692,362,992                  

貸借対照表 
令和4年3月31日現在



【様式第2号】

会計：一般会計 （単位：円）

科目名 金額

　経常費用 4,238,535,509                            

　　業務費用 4,214,008,079                            

　　　人件費 2,558,345,835                            

　　　　職員給与費 2,150,408,281                            

　　　　賞与等引当金繰入額 176,443,654                              

　　　　退職手当引当金繰入額 194,562,688                              

　　　　その他 36,931,212                                

　　　物件費等 1,642,457,462                            

　　　　物件費 956,134,721                              

　　　　維持補修費 220,112,339                              

　　　　減価償却費 466,210,402                              

　　　　その他 -                                            

　　　その他の業務費用 13,204,782                                

　　　　支払利息 8,353,305                                 

　　　　徴収不能引当金繰入額 -                                            

　　　　その他 4,851,477                                 

　　移転費用 24,527,430                                

　　　補助金等 22,413,366                                

　　　社会保障給付 -                                            

　　　他会計への繰出金 -                                            

　　　その他 2,114,064                                 

　経常収益 114,749,087                              

　　使用料及び手数料 17,009,160                                

　　その他 97,739,927                                

純経常行政コスト 4,123,786,422                            

　臨時損失 30,801                                     

　　災害復旧事業費 -                                            

　　資産除売却損 30,801                                     

　　投資損失引当金繰入額 -                                            

　　損失補償等引当金繰入額 -                                            

　　その他 -                                            

　臨時利益 149,999                                    

　　資産売却益 149,999                                    

　　その他 -                                            

純行政コスト 4,123,667,224                            

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日  

至　令和4年3月31日



【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 9,549,283,427                        13,750,613,679                      -4,201,330,252                      

　純行政コスト（△） -4,123,667,224                      -4,123,667,224                      

　財源 15,885,581,250                      15,885,581,250                      

　　税収等 11,406,333,000                      11,406,333,000                      

　　国県等補助金 4,479,248,250                        4,479,248,250                        

　本年度差額 11,761,914,026                      11,761,914,026                      

　固定資産等の変動（内部変動） 11,862,356,434                      -11,862,356,434                     

　　有形固定資産等の増加 12,372,336,978                      -12,372,336,978                     

　　有形固定資産等の減少 -466,210,404                         466,210,404                          

　　貸付金・基金等の増加 573,860                                -573,860                              

　　貸付金・基金等の減少 -44,344,000                          44,344,000                            

　資産評価差額 -                                         -                                         

　無償所管換等 813,895                                813,895                                

　その他 -                                         -                                         -                                         

　本年度純資産変動額 11,762,727,921                      11,863,170,329                      -100,442,408                         

本年度末純資産残高 21,312,011,348                      25,613,784,008                      -4,301,772,660                      

純資産変動計算書
自  令和3年4月1日

至  令和4年3月31日



【様式第4号】

会計：一般会計 （単位：円）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,643,284,730                     

　　業務費用支出 3,618,757,300                     

　　　人件費支出 2,429,305,458                     

　　　物件費等支出 1,176,247,060                     

　　　支払利息支出 8,353,305                           

　　　その他の支出 4,851,477                           

　　移転費用支出 24,527,430                         

　　　補助金等支出 22,413,366                         

　　　社会保障給付支出 -                                      

　　　他会計への繰出支出 -                                      

　　　その他の支出 2,114,064                           

　業務収入 11,121,141,814                    

　　税収等収入 11,001,874,477                    

　　国県等補助金収入 4,518,250                           

　　使用料及び手数料収入 17,009,160                         

　　その他の収入 97,739,927                         

　臨時支出 30,800                               

　　災害復旧事業費支出 -                                      

　　その他の支出 30,800                               

　臨時収入 -                                      

業務活動収支 7,477,826,284                     

【投資活動収支】

　投資活動支出 12,368,799,038                    

　　公共施設等整備費支出 12,368,225,178                    

　　基金積立金支出 573,860                             

　　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 4,566,069,523                     

　　国県等補助金収入 4,474,730,000                     

　　基金取崩収入 44,344,000                         

　　貸付金元金回収収入 -                                      

　　資産売却収入 150,000                             

　　その他の収入 46,845,523                         

投資活動収支 -7,802,729,515                    

【財務活動収支】

　財務活動支出 408,602,344                       

　　地方債償還支出 400,990,074                       

　　その他の支出 7,612,270                           

　財務活動収入 758,913,000                       

　　地方債発行収入 401,300,000                       

　　その他の収入 357,613,000                       

財務活動収支 350,310,656                       

本年度資金収支額 25,407,425                         

前年度末資金残高 49,816,340                         

本年度末資金残高 75,223,765                         

前年度末歳計外現金残高 615,164                             

本年度歳計外現金増減額 2,740,055                           

本年度末歳計外現金残高 3,355,219                           

本年度末現金預金残高 78,578,984                         

資金収支計算書
自  令和3年4月1日  

至  令和4年3月31日


