
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 13,176,603,846 固定負債 5,945,760,703

有形固定資産 12,610,893,399 地方債等 4,323,078,203

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 868,961,000

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 528,348,500

建物減価償却累計額 △7,581,886,011 流動負債 582,927,661

工作物 517,396,826 1年内償還予定地方債等 499,423,669

工作物減価償却累計額 △310,827,811 未払金 9,540,504

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 63,130,540

航空機 - 預り金 5,470,460

航空機減価償却累計額 - その他 5,362,488

その他 - 6,528,688,364

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 13,918,589,363

インフラ資産 8,329,132,579 余剰分（不足分） △6,032,475,892

土地 355,390,418 他団体出資等分 -

建物 94,370,981

建物減価償却累計額 △58,210,150

工作物 21,484,042,070

工作物減価償却累計額 △13,594,880,574

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 48,419,834

物品 574,247,393

物品減価償却累計額 △392,871,546

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 548,215,935

投資及び出資金 31,072,000

有価証券 23,210,000

出資金 7,862,000

その他 -

投資損失引当金 △5,000,000

長期延滞債権 131,498,748

長期貸付金 36,045

基金 396,271,618

減債基金 51,994,416

その他 344,277,202

その他 -

徴収不能引当金 △5,662,476

流動資産 1,238,197,989

現金預金 450,263,404

未収金 50,361,799

短期貸付金 468,085

基金 741,517,432

財政調整基金 741,517,432

減債基金 -

棚卸資産 8,200,678

その他 -

徴収不能引当金 △12,613,409
繰延資産 - 7,886,113,471

14,414,801,835 14,414,801,835

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 5,917,319,155

業務費用 2,531,187,242

人件費 816,626,460

職員給与費 689,053,221

賞与等引当金繰入額 63,130,540

退職手当引当金繰入額 -

その他 64,442,699

物件費等 1,640,548,787

物件費 946,508,436

維持補修費 89,572,372

減価償却費 604,467,979

その他 -

その他の業務費用 74,011,995

支払利息 46,229,594

徴収不能引当金繰入額 5,074,891

その他 22,707,510

移転費用 3,386,131,913

補助金等 2,943,067,928

社会保障給付 441,737,589

その他 1,326,396

経常収益 303,497,777

使用料及び手数料 219,661,449

その他 83,836,328

純経常行政コスト 5,613,821,378

臨時損失 369,035

災害復旧事業費 -

資産除売却損 102,725

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 266,310

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 5,571,155,413

【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 7,768,417,509 14,089,067,848 △6,320,650,339 -

純行政コスト（△） △5,571,155,413 △5,571,155,413 -

財源 5,673,801,248 5,673,801,248 -

税収等 3,176,449,336 3,176,449,336 -

国県等補助金 2,497,351,912 2,497,351,912 -

本年度差額 102,645,835 102,645,835 -

固定資産等の変動（内部変動） △185,528,612 185,528,612

有形固定資産等の増加 266,014,600 △266,014,600

有形固定資産等の減少 △607,671,590 607,671,590

貸付金・基金等の増加 208,206,952 △208,206,952

貸付金・基金等の減少 △52,078,574 52,078,574

資産評価差額 △4,290,000 △4,290,000

無償所管換等 19,340,127 19,340,127

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 117,695,962 △170,478,485 288,174,447 -

本年度末純資産残高 7,886,113,471 13,918,589,363 △6,032,475,892 -

【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 5,291,607,620

業務費用支出 1,905,475,707
人件費支出 814,633,869
物件費等支出 1,031,931,456
支払利息支出 46,229,594
その他の支出 12,680,788

移転費用支出 3,386,131,913
補助金等支出 2,943,067,928
社会保障給付支出 441,737,589
その他の支出 1,326,396

業務収入 5,837,978,260
税収等収入 3,181,341,641
国県等補助金収入 2,384,880,819
使用料及び手数料収入 221,146,792
その他の収入 50,609,008

臨時支出 266,310
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 266,310

臨時収入 -
業務活動収支 546,104,330
【投資活動収支】

投資活動支出 436,095,681
公共施設等整備費支出 241,045,082
基金積立金支出 195,050,599
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 109,641,097
国県等補助金収入 87,478,334
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 3,049,000

投資活動収支 △326,454,584
【財務活動収支】

財務活動支出 455,977,023
地方債等償還支出 451,734,885
その他の支出 4,242,138

財務活動収入 271,600,000
地方債等発行収入 271,600,000
その他の収入 -

財務活動収支 △184,377,023
35,272,723

410,443,044
445,715,767

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 450,263,404

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


