
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産       8,183,217,468 　固定負債       4,043,112,001

　　有形固定資産       7,985,470,079 　　地方債       3,541,591,973

　　　事業用資産       4,067,572,140 　　長期未払金                  －

　　　　土地       1,079,624,414 　　退職手当引当金         501,520,028

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       8,159,420,451 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △5,615,550,930 　流動負債         515,530,376

　　　　工作物         778,514,627 　　1年内償還予定地方債         467,271,871

　　　　工作物減価償却累計額       △377,899,162 　　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          43,887,473

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,371,032

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       4,558,642,377

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          43,462,740 　固定資産等形成分       9,435,785,468

　　　インフラ資産       3,838,616,535 　余剰分（不足分）     △4,230,855,377

　　　　土地          70,949,223

　　　　建物           8,425,000

　　　　建物減価償却累計額         △5,642,439

　　　　工作物      12,674,912,004

　　　　工作物減価償却累計額     △8,923,673,653

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          13,646,400

　　　物品         326,115,806

　　　物品減価償却累計額       △246,834,402

　　無形固定資産           3,734,167

　　　ソフトウェア           3,734,167

　　　その他                  －

　　投資その他の資産         194,013,222

　　　投資及び出資金         138,313,390

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他         119,005,134

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          25,647,328

　　　長期貸付金                  －

　　　基金          30,993,000

　　　　減債基金                  －

　　　　その他          30,993,000

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金           △940,496

　流動資産       1,580,355,000

　　現金預金         319,580,803

　　未収金           9,206,128

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,252,568,000

　　　財政調整基金       1,050,710,000

　　　減債基金         201,858,000

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金           △999,931 純資産合計       5,204,930,091

資産合計       9,763,572,468 負債及び純資産合計       9,763,572,468



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  3,315,565,372

　業務費用                  1,780,168,950

　　人件費                    712,146,975

　　　職員給与費                    597,204,940

　　　賞与等引当金繰入額                     43,887,473

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     71,054,562

　　物件費等                  1,044,270,987

　　　物件費                    514,076,827

　　　維持補修費                     46,137,602

　　　減価償却費                    484,056,558

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     23,750,988

　　　支払利息                     18,374,762

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,263,255

　　　その他                      4,112,971

　移転費用                  1,535,396,422

　　補助金等                  1,054,730,229

　　社会保障給付                    253,998,066

　　他会計への繰出金                    225,971,810

　　その他                        696,317

経常収益                    110,331,533

　使用料及び手数料                     20,114,529

　その他                     90,217,004

純経常行政コスト                  3,205,233,839

臨時損失                     19,635,694

　災害復旧事業費                     18,337,694

　資産除売却損                      1,298,000

　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                         49,999

　資産売却益                         49,999

　その他                             －

純行政コスト                  3,224,819,534

一般会計等行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



（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 5,198,587,207 9,494,537,420 △4,295,950,213

　純行政コスト（△） △3,224,819,534 △3,224,819,534

　財源 3,231,986,317 3,231,986,317

　　税収等 2,288,421,163 2,288,421,163

　　国県等補助金 943,565,154 943,565,154

　本年度差額 7,166,783 7,166,783

　固定資産等の変動（内部変動） △57,928,053 57,928,053

　　有形固定資産等の増加 418,130,543 △418,130,543

　　有形固定資産等の減少 △484,056,559 484,056,559

　　貸付金・基金等の増加 207,227,000 △207,227,000

　　貸付金・基金等の減少 △199,229,037 199,229,037

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △823,899 △823,899

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 6,342,884 △58,751,952 65,094,836

本年度末純資産残高 5,204,930,091 9,435,785,468 △4,230,855,377

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,829,448,527

　　業務費用支出                  1,294,052,105

　　　人件費支出                    711,117,331

　　　物件費等支出                    561,512,429

　　　支払利息支出                     18,374,762

　　　その他の支出                      3,047,583

　　移転費用支出                  1,535,396,422

　　　補助金等支出                  1,054,730,229

　　　社会保障給付支出                    253,998,066

　　　他会計への繰出支出                    225,971,810

　　　その他の支出                        696,317

　業務収入                  3,282,766,691

　　税収等収入                  2,287,496,525

　　国県等補助金収入                    901,383,154

　　使用料及び手数料収入                     19,675,929

　　その他の収入                     74,211,083

　臨時支出                     18,337,694

　　災害復旧事業費支出                     18,337,694

　　その他の支出                             －

　臨時収入                      7,221,000

業務活動収支                    442,201,470

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    625,357,543

　　公共施設等整備費支出                    418,130,543

　　基金積立金支出                    180,227,000

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     27,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    230,817,000

　　国県等補助金収入                     33,638,000

　　基金取崩収入                    170,129,000

　　貸付金元金回収収入                     27,000,000

　　資産売却収入                         50,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △394,540,543

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    491,671,639

　　地方債償還支出                    491,671,639

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    462,923,000

　　地方債発行収入                    461,600,000

　　その他の収入                      1,323,000

財務活動収支                   △28,748,639

本年度資金収支額                     18,912,288

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日



前年度末資金残高                    296,297,483

本年度末資金残高                    315,209,771

前年度末歳計外現金残高                      5,023,163

本年度歳計外現金増減額                      △652,131

本年度末歳計外現金残高                      4,371,032

本年度末現金預金残高                    319,580,803


