
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 45,854,344,400 固定負債 18,130,146,231

有形固定資産 40,344,337,082 地方債等 15,344,822,039

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 1,680,345,192

建物減価償却累計額 △8,924,499,468 流動負債 1,607,569,325

工作物 2,840,658,259 1年内償還予定地方債等 1,333,280,081

工作物減価償却累計額 △1,143,543,820 未払金 48,924,323

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 80,338,031

航空機 - 預り金 145,026,890

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 19,737,715,556

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 47,490,495,341

インフラ資産 28,571,090,400 余剰分（不足分） △17,971,009,664

土地 540,117,906 他団体出資等分 -

建物 2,154,991,587

建物減価償却累計額 △845,683,866

工作物 90,249,954,048

工作物減価償却累計額 △63,698,639,439

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 170,350,164

物品 2,824,235,069

物品減価償却累計額 △2,482,524,580

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 5,497,269,318

投資及び出資金 291,356,124

有価証券 -

出資金 291,356,124

その他 -

長期延滞債権 78,898,106

長期貸付金 -

基金 5,130,528,263

減債基金 483,705,428

その他 4,646,822,835

その他 -

徴収不能引当金 △3,513,175

流動資産 3,402,856,833

現金預金 1,704,022,121

未収金 57,256,104

短期貸付金 76,340

基金 1,636,074,601

財政調整基金 1,636,074,601

減債基金 -

棚卸資産 7,201,262

その他 -

徴収不能引当金 △1,773,595

繰延資産 - 29,519,485,677

49,257,201,233 49,257,201,233

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】

全体貸借対照表
（令和３年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 13,147,083,497

業務費用 5,848,624,822

人件費 1,335,977,932

職員給与費 1,062,687,662

賞与等引当金繰入額 80,338,031

退職手当引当金繰入額 -

その他 192,952,239

物件費等 4,272,887,190

物件費 1,869,644,627

維持補修費 133,126,739

減価償却費 2,270,115,824

その他 -

その他の業務費用 239,759,700

支払利息 157,657,677

徴収不能引当金繰入額 2,772,103

その他 79,329,920

移転費用 7,298,458,675

補助金等 6,429,547,408

社会保障給付 784,944,245

その他 83,967,022

経常収益 565,373,490

使用料及び手数料 390,639,177

その他 174,734,313

純経常行政コスト 12,581,710,007

臨時損失 106,271,596

災害復旧事業費 105,639,057

資産除売却損 632,539

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 365,200

資産売却益 331,410

その他 33,790

純行政コスト 12,687,616,403

【様式第２号】

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



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 30,001,613,929 46,353,197,345 △16,351,583,416 -

純行政コスト（△） △12,687,616,403 △12,687,616,403 -

財源 12,276,011,657 12,276,011,657 -

税収等 7,156,016,795 7,156,016,795 -

国県等補助金 5,119,994,862 5,119,994,862 -

本年度差額 △411,604,746 △411,604,746 -

固定資産等の変動（内部変動） △137,763,373 137,763,373

有形固定資産等の増加 2,068,403,829 △2,068,403,829

有形固定資産等の減少 △2,270,748,363 2,270,748,363

貸付金・基金等の増加 104,237,117 △104,237,117

貸付金・基金等の減少 △39,655,956 39,655,956

資産評価差額 2,108,160 2,108,160

無償所管換等 47,635,979 47,635,979

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更等に伴う差額 △120,267,645 1,225,317,230 △1,345,584,875 -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △482,128,252 1,137,297,996 △1,619,426,248 -

本年度末純資産残高 29,519,485,677 47,490,495,341 △17,971,009,664 -

【様式第３号】

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



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 10,853,549,780

業務費用支出 3,555,091,105
人件費支出 1,332,248,388
物件費等支出 1,985,830,632
支払利息支出 157,657,677
その他の支出 79,354,408

移転費用支出 7,298,458,675
補助金等支出 6,429,547,408
社会保障給付支出 784,944,245
その他の支出 83,967,022

業務収入 12,369,758,841
税収等収入 7,113,150,217
国県等補助金収入 4,727,432,845
使用料及び手数料収入 392,303,456
その他の収入 136,872,323

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 88,613,571
業務活動収支 1,499,183,575
【投資活動収支】

投資活動支出 2,211,334,038
公共施設等整備費支出 2,128,379,352
基金積立金支出 82,954,686
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 357,102,174
国県等補助金収入 302,175,491
基金取崩収入 25,684,522
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 27,248,764

投資活動収支 △1,854,231,864
【財務活動収支】

財務活動支出 1,393,323,997
地方債等償還支出 1,393,323,997
その他の支出 -

財務活動収入 1,768,063,000
地方債等発行収入 1,768,063,000
その他の収入 -

財務活動収支 374,739,003
19,690,714

1,539,305,397
1,558,996,111

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 1,704,022,121

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

全体資金収支計算書

科目 金額

自　　令和２年４月 １日
至　　令和３年３月31日


