
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 11,150,248,884 固定負債 4,182,858,826

有形固定資産 10,612,750,987 地方債 3,135,735,580

事業用資産 4,100,384,973 長期未払金 -

土地 2,037,266,913 退職手当引当金 807,998,000

立木竹 76,629,189 損失補償等引当金 225,373,000

建物 9,335,955,867 その他 13,752,246

建物減価償却累計額 △7,581,886,011 流動負債 465,669,457

工作物 517,396,826 1年内償還予定地方債 399,321,967

工作物減価償却累計額 △310,827,811 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 56,437,365

航空機 - 預り金 4,547,637

航空機減価償却累計額 - その他 5,362,488

その他 - 4,648,528,283

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 25,850,000 固定資産等形成分 11,655,362,060

インフラ資産 6,395,258,011 余剰分（不足分） △4,556,295,500

土地 301,361,334

建物 1,129,981

建物減価償却累計額 -

工作物 18,241,841,531

工作物減価償却累計額 △12,166,013,631

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 16,938,796

物品 232,943,569

物品減価償却累計額 △115,835,566

無形固定資産 17,494,512

ソフトウェア 17,494,512

その他 -

投資その他の資産 520,003,385

投資及び出資金 105,997,000

有価証券 23,210,000

出資金 7,862,000

その他 74,925,000

投資損失引当金 △5,000,000

長期延滞債権 111,786,497

長期貸付金 36,045

基金 311,636,842

減債基金 51,994,416

その他 259,642,426

その他 -

徴収不能引当金 △4,452,999

流動資産 597,345,959

現金預金 87,297,504

未収金 4,948,688

短期貸付金 468,085

基金 504,645,091

財政調整基金 504,645,091

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △13,409 7,099,066,560

11,747,594,843 11,747,594,843

【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

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 4,193,570,962

業務費用 2,133,228,639

人件費 733,086,139

職員給与費 613,816,075

賞与等引当金繰入額 56,437,365

退職手当引当金繰入額 -

その他 62,832,699

物件費等 1,352,718,215

物件費 730,411,122

維持補修費 86,232,272

減価償却費 536,074,821

その他 -

その他の業務費用 47,424,285

支払利息 24,223,397

徴収不能引当金繰入額 4,267,535

その他 18,933,353

移転費用 2,060,342,323

補助金等 1,201,249,668

社会保障給付 441,737,589

他会計への繰出金 416,043,470

その他 1,311,596

経常収益 118,953,268

使用料及び手数料 53,344,404

その他 65,608,864

純経常行政コスト 4,074,617,694

臨時損失 -

災害復旧事業費 -

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 43,035,000

資産売却益 175,000

その他 42,860,000

純行政コスト 4,031,582,694

【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 7,071,846,302 11,856,770,548 △4,784,924,246

純行政コスト（△） △4,031,582,694 △4,031,582,694

財源 4,025,497,705 4,025,497,705

税収等 2,533,157,140 2,533,157,140

国県等補助金 1,492,340,565 1,492,340,565

本年度差額 △6,084,989 △6,084,989

固定資産等の変動（内部変動） △234,713,735 234,713,735

有形固定資産等の増加 184,848,070 △184,848,070

有形固定資産等の減少 △536,074,821 536,074,821

貸付金・基金等の増加 160,169,921 △160,169,921

貸付金・基金等の減少 △43,656,905 43,656,905

資産評価差額 △4,290,000 △4,290,000

無償所管換等 37,595,247 37,595,247

その他 - - -

本年度純資産変動額 27,220,258 △201,408,488 228,628,746

本年度末純資産残高 7,099,066,560 11,655,362,060 △4,556,295,500

【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 3,641,634,128

業務費用支出 1,581,291,805
人件費支出 731,286,900
物件費等支出 816,643,394
支払利息支出 24,223,397
その他の支出 9,138,114

移転費用支出 2,060,342,323
補助金等支出 1,201,249,668
社会保障給付支出 441,737,589
他会計への繰出支出 416,043,470
その他の支出 1,311,596

業務収入 4,045,267,798
税収等収入 2,534,040,643
国県等補助金収入 1,424,484,231
使用料及び手数料収入 53,497,104
その他の収入 33,245,820

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 403,633,670
【投資活動収支】

投資活動支出 313,489,794
公共施設等整備費支出 162,979,438
基金積立金支出 150,510,356
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 86,970,097
国県等補助金収入 67,856,334
基金取崩収入 16,250,630
貸付金元金回収収入 2,688,133
資産売却収入 175,000
その他の収入 -

投資活動収支 △226,519,697
【財務活動収支】

財務活動支出 372,347,910
地方債償還支出 368,105,772
その他の支出 4,242,138

財務活動収入 221,600,000
地方債発行収入 221,600,000
その他の収入 -

財務活動収支 △150,747,910
26,366,063
56,383,804
82,749,867

前年度末歳計外現金残高 4,399,961
本年度歳計外現金増減額 147,676
本年度末歳計外現金残高 4,547,637
本年度末現金預金残高 87,297,504

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


