
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 39,957,897,491 固定負債 10,516,019,068

有形固定資産 34,720,535,378 地方債 9,411,040,068

事業用資産 11,431,536,193 長期未払金 -

土地 5,082,089,080 退職手当引当金 1,104,979,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 13,518,049,742 その他 -

建物減価償却累計額 △8,924,499,468 流動負債 1,150,387,132

工作物 2,840,658,259 1年内償還予定地方債 933,430,014

工作物減価償却累計額 △1,143,543,820 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 71,931,108

航空機 - 預り金 145,026,010

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 11,666,406,200

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 58,782,400 固定資産等形成分 41,442,200,901

インフラ資産 23,164,241,498 余剰分（不足分） △10,585,226,168

土地 311,183,528

建物 66,968,000

建物減価償却累計額 △55,653,120

工作物 85,492,991,515

工作物減価償却累計額 △62,821,598,589

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 170,350,164

物品 984,844,913

物品減価償却累計額 △860,087,226

無形固定資産 12,738,000

ソフトウェア 12,738,000

その他 -

投資その他の資産 5,224,624,113

投資及び出資金 306,504,124

有価証券 -

出資金 291,356,124

その他 15,148,000

投資損失引当金 -

長期延滞債権 60,032,985

長期貸付金 -

基金 4,859,342,508

減債基金 483,705,428

その他 4,375,637,080

その他 -

徴収不能引当金 △1,255,504

流動資産 2,565,483,442

現金預金 1,052,217,424

未収金 29,212,847

短期貸付金 76,340

基金 1,484,227,070

財政調整基金 1,484,227,070

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △250,239 30,856,974,733

42,523,380,933 42,523,380,933

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
（令和３年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 9,712,234,468

業務費用 5,056,651,929

人件費 1,219,463,002

職員給与費 966,598,955

賞与等引当金繰入額 71,931,108

退職手当引当金繰入額 -

その他 180,932,939

物件費等 3,742,496,866

物件費 1,575,351,666

維持補修費 123,953,739

減価償却費 2,043,191,461

その他 -

その他の業務費用 94,692,061

支払利息 50,441,209

徴収不能引当金繰入額 411,432

その他 43,839,420

移転費用 4,655,582,539

補助金等 2,791,350,429

社会保障給付 784,944,245

他会計への繰出金 987,129,943

その他 92,157,922

経常収益 212,822,488

使用料及び手数料 85,829,723

その他 126,992,765

純経常行政コスト 9,499,411,980

臨時損失 105,639,057

災害復旧事業費 105,639,057

資産除売却損 -

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 331,410

資産売却益 331,410

その他 -

純行政コスト 9,604,719,627

【様式第２号】

一般会計等行政コスト計算書
自　　令和２年４月 １日
至　　令和３年３月31日

科目



（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 31,484,862,952 41,518,791,534 △10,033,928,582

純行政コスト（△） △9,604,719,627 △9,604,719,627

財源 8,974,322,692 8,974,322,692

税収等 5,697,228,778 5,697,228,778

国県等補助金 3,277,093,914 3,277,093,914

本年度差額 △630,396,935 △630,396,935

固定資産等の変動（内部変動） △79,099,349 79,099,349

有形固定資産等の増加 1,899,606,749 △1,899,606,749

有形固定資産等の減少 △2,043,191,461 2,043,191,461

貸付金・基金等の増加 88,218,223 △88,218,223

貸付金・基金等の減少 △23,732,860 23,732,860

資産評価差額 2,108,160 2,108,160

無償所管換等 400,556 400,556

その他 - - -

本年度純資産変動額 △627,888,219 △76,590,633 △551,297,586

本年度末純資産残高 30,856,974,733 41,442,200,901 △10,585,226,168

【様式第３号】

一般会計等純資産変動計算書

科目 合計

自　　令和２年４月 １日
至　　令和３年３月31日



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 7,665,693,853

業務費用支出 3,010,111,314
人件費支出 1,216,525,280
物件費等支出 1,699,305,405
支払利息支出 50,441,209
その他の支出 43,839,420

移転費用支出 4,655,582,539
補助金等支出 2,791,350,429
社会保障給付支出 784,944,245
他会計への繰出支出 987,129,943
その他の支出 92,157,922

業務収入 8,747,099,506
税収等収入 5,676,955,285
国県等補助金収入 2,894,685,010
使用料及び手数料収入 86,328,436
その他の収入 89,130,775

臨時支出 105,639,057
災害復旧事業費支出 105,639,057
その他の支出 -

臨時収入 88,579,781
業務活動収支 1,064,346,377
【投資活動収支】

投資活動支出 1,978,468,074
公共施設等整備費支出 1,899,606,749
基金積立金支出 63,713,325
投資及び出資金支出 15,148,000
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 306,830,303
国県等補助金収入 293,829,123
基金取崩収入 10,238,451
貸付金元金回収収入 1,661,987
資産売却収入 331,410
その他の収入 769,332

投資活動収支 △1,671,637,771
【財務活動収支】

財務活動支出 1,014,492,439
地方債償還支出 1,014,492,439
その他の支出 -

財務活動収入 1,627,663,000
地方債発行収入 1,627,663,000
その他の収入 -

財務活動収支 613,170,561
5,879,167

901,312,247
907,191,414

前年度末歳計外現金残高 148,146,165
本年度歳計外現金増減額 △3,120,155
本年度末歳計外現金残高 145,026,010
本年度末現金預金残高 1,052,217,424

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

【様式第４号】

一般会計等資金収支計算書

科目 金額

自　　令和２年４月 １日
至　　令和３年３月31日


