
【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 1,019,163,973,983   固定負債 226,226,130,125

    有形固定資産 979,187,762,183     地方債等 196,601,736,864

      事業用資産 428,697,936,103     長期未払金 4,395,397,290

        土地 269,371,681,919     退職手当引当金 20,939,074,479

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

        建物 408,065,765,354     その他 4,083,204,381

        建物減価償却累計額 -270,308,644,750   流動負債 35,941,727,937

        工作物 23,806,759,535     １年内償還予定地方債等 20,571,538,994

        工作物減価償却累計額 -20,248,743,150     未払金 7,246,531,795

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 242,613,233

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 2,710,033,061

        航空機 -     預り金 3,533,190,048

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,637,820,806

        その他 45,016,531,313 負債合計 262,167,858,062

        その他減価償却累計額 -37,827,924,528 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,822,510,410   固定資産等形成分 1,040,584,267,550

      インフラ資産 513,793,053,985   余剰分（不足分） -234,375,535,315

        土地 279,689,997,939   他団体出資等分 -

        建物 13,477,310,305

        建物減価償却累計額 -6,870,625,134

        工作物 444,444,681,061

        工作物減価償却累計額 -223,019,524,090

        その他 1,617,397,180

        その他減価償却累計額 -1,173,042,546

        建設仮勘定 5,626,859,270

      物品 77,656,942,789

      物品減価償却累計額 -40,960,170,694

    無形固定資産 4,907,382,755

      ソフトウェア 1,111,774,171

      その他 3,795,608,584

    投資その他の資産 35,068,829,045

      投資及び出資金 15,875,147,936

        有価証券 100,000,000

        出資金 15,775,147,936

        その他 -

      長期延滞債権 3,451,946,644

      長期貸付金 1,515,902,767

      基金 13,708,735,586

        減債基金 -

        その他 13,708,735,586

      その他 1,531,778,162

      徴収不能引当金 -1,014,682,050

  流動資産 49,212,616,314

    現金預金 22,805,011,868

    未収金 5,020,112,609

    短期貸付金 59,803,978

    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 81,471,935

    その他 1,818,787

    徴収不能引当金 -116,092,452

  繰延資産 - 純資産合計 806,208,732,235

資産合計 1,068,376,590,297 負債及び純資産合計 1,068,376,590,297

全体貸借対照表
（令和3年3月31日現在）
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【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 311,889,650

    その他 140,954,778

純行政コスト 278,494,227,949

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 176,259,732

  臨時利益 452,844,428

  臨時損失 499,484,265

    災害復旧事業費 14,530,566

    資産除売却損 308,693,967

    使用料及び手数料 23,187,188,664

    その他 7,058,240,219

純経常行政コスト 278,447,588,112

      社会保障給付 39,409,484,948

      その他 56,315,204

  経常収益 30,245,428,883

        その他 6,116,374,326

    移転費用 194,875,328,767

      補助金等 155,409,528,615

      その他の業務費用 9,984,727,771

        支払利息 2,213,216,015

        徴収不能引当金繰入額 1,655,137,430

        維持補修費 3,846,987,773

        減価償却費 22,969,457,295

        その他 4,765,712,110

        その他 3,624,924,142

      物件費等 60,724,810,039

        物件費 29,142,652,861

        職員給与費 34,562,333,823

        賞与等引当金繰入額 2,969,720,372

        退職手当引当金繰入額 1,951,172,081

  経常費用 308,693,016,995

    業務費用 113,817,688,228

      人件費 43,108,150,418

全体行政コスト計算書
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 800,234,313,867 1,037,580,763,012 -237,346,449,145

  純行政コスト（△） -278,494,227,949 -278,494,227,949

  財源 282,098,753,916 282,098,753,916

    税収等 135,650,081,201 135,650,081,201

    国県等補助金 146,448,672,715 146,448,672,715

  本年度差額 3,604,525,967 3,604,525,967

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 -63,741,419

  無償所管換等 2,465,124,336

  その他 -31,490,516

  本年度純資産変動額 5,974,418,368 3,003,504,538 2,970,913,830

本年度末純資産残高 806,208,732,235 1,040,584,267,550 -234,375,535,315

全体純資産変動計算書
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 2,456,835,861

本年度歳計外現金増減額 22,343,056

本年度末歳計外現金残高 2,479,178,917

本年度末現金預金残高 22,805,011,868

財務活動収支 -1,917,854,329

本年度資金収支額 4,432,137,802

前年度末資金残高 15,893,695,149

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 20,325,832,951

    地方債等償還支出 21,982,253,087

    その他の支出 4,019,641,246

  財務活動収入 24,084,040,004

    地方債等発行収入 22,495,800,300

    その他の収入 1,588,239,704

    資産売却収入 710,376,465

    その他の収入 53,758,341

投資活動収支 -16,515,690,957

【財務活動収支】

  財務活動支出 26,001,894,333

    その他の支出 27,301,767

  投資活動収入 12,920,507,096

    国県等補助金収入 5,497,728,056

    基金取崩収入 984,597,620

    貸付金元金回収収入 5,674,046,614

  投資活動支出 29,436,198,053

    公共施設等整備費支出 26,934,249,762

    基金積立金支出 2,218,640,634

    投資及び出資金支出 155,099,000

    貸付金支出 100,906,890

    災害復旧事業費支出 14,530,566

    その他の支出 132,359,732

  臨時収入 132,050,949

業務活動収支 22,865,683,088

【投資活動収支】

    税収等収入 135,526,481,085

    国県等補助金収入 140,698,912,216

    使用料及び手数料収入 23,133,084,370

    その他の収入 6,233,626,214

  臨時支出 146,890,298

    移転費用支出 194,870,734,079

      補助金等支出 155,424,212,173

      社会保障給付支出 39,409,720,548

      その他の支出 36,801,358

  業務収入 305,592,103,885

    業務費用支出 87,840,847,369

      人件費支出 43,058,492,757

      物件費等支出 37,557,039,802

      支払利息支出 1,510,390,015

      その他の支出 5,714,924,795

全体資金収支計算書
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 282,711,581,448
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