
【様式第1号】

（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 797,156,382,176   固定負債 151,157,163,076

    有形固定資産 733,047,447,105     地方債 124,781,977,350

      事業用資産 424,330,644,621     長期未払金 4,395,397,290

        土地 267,356,829,370     退職手当引当金 17,856,026,940

        立木竹 -     損失補償等引当金 206,717,111

        建物 398,684,120,561     その他 3,917,044,385

        建物減価償却累計額 -263,127,699,985   流動負債 21,468,390,162

        工作物 23,433,512,779     １年内償還予定地方債 13,883,817,147

        工作物減価償却累計額 -19,943,958,158     未払金 887,514,666

        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 2,292,154,063

        航空機 -     預り金 3,055,648,547

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,349,255,739

        その他 44,742,747,605 負債合計 172,625,553,238

        その他減価償却累計額 -37,637,417,961 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,822,510,410   固定資産等形成分 818,583,425,743

      インフラ資産 302,550,669,369   余剰分（不足分） -164,106,340,690

        土地 239,037,891,756

        建物 2,124,982,614

        建物減価償却累計額 -1,320,204,966

        工作物 178,734,340,447

        工作物減価償却累計額 -118,544,517,641

        その他 1,612,906,339

        その他減価償却累計額 -1,168,776,248

        建設仮勘定 2,074,047,068

      物品 12,262,161,191

      物品減価償却累計額 -6,096,028,076

    無形固定資産 951,488,858

      ソフトウェア 946,776,710

      その他 4,712,148

    投資その他の資産 63,157,446,213

      投資及び出資金 62,789,692,616

        有価証券 -

        出資金 15,765,558,436

        その他 47,024,134,180

      投資損失引当金 -14,185,575,746

      長期延滞債権 2,167,698,271

      長期貸付金 5,001,959,848

      基金 8,252,313,121

        減債基金 -

        その他 8,252,313,121

      その他 -

      徴収不能引当金 -868,641,897

  流動資産 29,946,256,115

    現金預金 7,545,131,883

    未収金 1,014,923,204

    短期貸付金 66,553,978

    基金 21,360,489,589

      財政調整基金 17,864,013,370

      減債基金 3,496,476,219

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -40,842,539 純資産合計 654,477,085,053

資産合計 827,102,638,291 負債及び純資産合計 827,102,638,291

貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

（単位：円）

    その他 14,491,829

純行政コスト 202,405,442,856

    その他 36,000,000

  臨時利益 326,381,479

    資産売却益 311,889,650

    資産除売却損 308,693,967

    投資損失引当金繰入額 634,978,166

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 201,737,621,636

  臨時損失 994,202,699

    災害復旧事業費 14,530,566

  経常収益 11,106,109,458

    使用料及び手数料 6,131,745,450

    その他 4,974,364,008

      社会保障給付 39,400,275,690

      他会計への繰出金 11,464,372,187

      その他 52,935,249

        その他 1,212,032,406

    移転費用 128,680,803,029

      補助金等 77,763,219,903

      その他の業務費用 3,642,688,451

        支払利息 988,785,434

        徴収不能引当金繰入額 1,441,870,611

        維持補修費 3,491,981,346

        減価償却費 13,496,744,136

        その他 7,514,032

        その他 831,306,251

      物件費等 43,744,227,097

        物件費 26,747,987,583

        職員給与費 31,962,499,415

        賞与等引当金繰入額 2,292,154,063

        退職手当引当金繰入額 1,690,052,788

  経常費用 212,843,731,094

    業務費用 84,162,928,065

      人件費 36,776,012,517

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 金額
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【様式第3号】

（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 650,397,986,723 816,079,311,421 -165,681,324,698

  純行政コスト（△） -202,405,442,856 -202,405,442,856

  財源 205,132,542,396 205,132,542,396

    税収等 105,075,710,213 105,075,710,213

    国県等補助金 100,056,832,183 100,056,832,183

  本年度差額 2,727,099,540 2,727,099,540

  固定資産等の変動（内部変動） 1,152,115,532 -1,152,115,532

    有形固定資産等の増加 20,949,653,626 -20,949,653,626

    有形固定資産等の減少 -14,203,924,918 14,203,924,918

    貸付金・基金等の増加 5,092,974,482 -5,092,974,482

    貸付金・基金等の減少 -10,686,587,658 10,686,587,658

  資産評価差額 -63,741,419 -63,741,419

  無償所管換等 1,447,230,614 1,447,230,614

  その他 -31,490,405 -31,490,405 -

  本年度純資産変動額 4,079,098,330 2,504,114,322 1,574,984,008

本年度末純資産残高 654,477,085,053 818,583,425,743 -164,106,340,690

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

科目 合計
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【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 2,451,920,645

本年度歳計外現金増減額 23,927,932

本年度末歳計外現金残高 2,475,848,577

本年度末現金預金残高 7,545,131,883

    その他の収入 -

財務活動収支 -205,424,035

本年度資金収支額 3,753,688,111

前年度末資金残高 1,315,595,195

本年度末資金残高 5,069,283,306

  財務活動支出 16,618,724,035

    地方債償還支出 14,643,883,529

    その他の支出 1,974,840,506

  財務活動収入 16,413,300,000

    地方債発行収入 16,413,300,000

    貸付金元金回収収入 6,476,777,014

    資産売却収入 710,376,465

    その他の収入 12,368,184

投資活動収支 -10,713,301,589

【財務活動収支】

    貸付金支出 900,906,890

    その他の支出 -

  投資活動収入 10,304,233,553

    国県等補助金収入 2,583,881,371

    基金取崩収入 520,830,519

【投資活動収支】

  投資活動支出 21,017,535,142

    公共施設等整備費支出 17,627,160,243

    基金積立金支出 1,799,390,843

    投資及び出資金支出 690,077,166

  臨時支出 14,530,566

    災害復旧事業費支出 14,530,566

    その他の支出 -

  臨時収入 5,588,000

業務活動収支 14,672,413,735

  業務収入 212,329,661,376

    税収等収入 104,760,299,459

    国県等補助金収入 97,467,362,812

    使用料及び手数料収入 6,132,565,239

    その他の収入 3,969,433,866

    移転費用支出 128,681,038,629

      補助金等支出 77,763,219,903

      社会保障給付支出 39,400,511,290

      他会計への繰出支出 11,464,372,187

      その他の支出 52,935,249

    業務費用支出 68,967,266,446

      人件費支出 36,728,901,182

      物件費等支出 30,016,726,874

      支払利息支出 988,785,434

      その他の支出 1,232,852,956

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 197,648,305,075
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