
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 7,971,654,094 　固定負債 3,759,124,933

　　有形固定資産 7,776,909,601 　　地方債等 3,288,888,978

　　　事業用資産 3,936,352,657 　　長期未払金 －

　　　　土地 1,091,063,067 　　退職手当引当金 470,235,955

　　　　立木竹 － 　　損失補償等引当金 －

　　　　建物 8,241,692,004 　　その他 －

　　　　建物減価償却累計額 △5,788,730,453 　流動負債 474,488,736

　　　　工作物 816,142,327 　　1年内償還予定地方債等 431,502,995

　　　　工作物減価償却累計額 △423,814,288 　　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 38,372,618

　　　　航空機 － 　　預り金 4,613,123

　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 －

　　　　その他 － 負債合計 4,233,613,669

　　　　その他減価償却累計額 － 【純資産の部】 －

　　　　建設仮勘定 － 　固定資産等形成分 9,394,106,094

　　　インフラ資産 3,753,681,159 　余剰分（不足分） △3,832,088,949

　　　　土地 70,949,227

　　　　建物 8,425,000

　　　　建物減価償却累計額 △5,855,874

　　　　工作物 12,724,104,084

　　　　工作物減価償却累計額 △9,079,408,178

　　　　その他 －

　　　　その他減価償却累計額 －

　　　　建設仮勘定 35,466,900

　　　物品 317,372,118

　　　物品減価償却累計額 △230,496,333

　　無形固定資産 3,215,445

　　　ソフトウェア 3,215,445

　　　その他 －

　　投資その他の資産 191,529,048

　　　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 15,705,890

　　　長期貸付金 －

　　　基金 38,323,000

　　　　減債基金 －

　　　　その他 38,323,000

　　　その他 －

　　　徴収不能引当金 △813,232

　流動資産 1,823,976,720

　　現金預金 398,972,453

　　未収金 2,884,401

　　短期貸付金 －

　　基金 1,422,452,000

　　　財政調整基金 1,200,000,000

　　　減債基金 222,452,000

　　棚卸資産 －

　　その他 －

　　徴収不能引当金 △332,134 純資産合計 5,562,017,145

資産合計 9,795,630,814 負債・純資産合計 9,795,630,814

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和4年03月31日 現在）



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用 3,054,156,528

　業務費用 1,817,633,880

　　人件費 758,167,656

　　　職員給与費 650,744,558

　　　賞与等引当金繰入額 38,372,618

　　　退職手当引当金繰入額 －

　　　その他 69,050,480

　　物件費等 1,032,055,494

　　　物件費 498,807,280

　　　維持補修費 23,193,096

　　　減価償却費 510,055,118

　　　その他 －

　　その他の業務費用 27,410,730

　　　支払利息 14,620,242

　　　徴収不能引当金繰入額 728,550

　　　その他 12,061,938

　移転費用 1,236,522,648

　　補助金等 654,538,606

　　社会保障給付 364,519,987

　　他会計への繰出金 217,016,355

　　その他 447,700

経常収益 132,705,074

　使用料及び手数料 9,056,804

　その他 123,648,270

純経常行政コスト 2,921,451,454

臨時損失 16,963,724

　災害復旧事業費 4,917,605

　資産除売却損 12,046,119

　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 249,999

　資産売却益 249,999

　その他 －

純行政コスト 2,938,165,179

一般会計等行政コスト計算書
自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日



固定資産等形成分 余剰分（不足分）

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

　純行政コスト（△） △2,938,165,179 － △2,938,165,179

　財源 3,220,021,722 － 3,220,021,722

　　税収等 2,538,385,625 － 2,538,385,625

　　国県等補助金 681,636,097 － 681,636,097

　本年度差額 281,856,543 － 281,856,543

　固定資産等の変動（内部変動） － △116,909,885 116,909,885

　　有形固定資産等の増加 － 225,745,427 △225,745,427

　　有形固定資産等の減少 － △510,055,138 510,055,138

　　貸付金・基金等の増加 － 201,698,800 △201,698,800

　　貸付金・基金等の減少 － △34,298,974 34,298,974

　資産評価差額 － － －

　無償所管換等 75,230,511 75,230,511 －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 357,087,054 △41,679,374 398,766,428

本年度末純資産残高 5,562,017,145 9,394,106,094 △3,832,088,949

（単位：円）

科目 合計

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 令和3年04月01日

至 令和4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 2,560,694,464

　　業務費用支出 1,324,171,816

　　　人件費支出 763,682,511

　　　物件費等支出 534,046,476

　　　支払利息支出 14,620,242

　　　その他の支出 11,822,587

　　移転費用支出 1,236,522,648

　　　補助金等支出 654,538,606

　　　社会保障給付支出 364,519,987

　　　他会計への繰出支出 217,016,355

　　　その他の支出 447,700

　業務収入 3,229,462,547

　　税収等収入 2,542,334,484

　　国県等補助金収入 575,753,718

　　使用料及び手数料収入 19,677,945

　　その他の収入 91,696,400

　臨時支出 4,917,605

　　災害復旧事業費支出 4,917,605

　　その他の支出 －

　臨時収入 －

業務活動収支 663,850,478

【投資活動収支】 －

　投資活動支出 426,959,427

　　公共施設等整備費支出 225,745,427

　　基金積立金支出 177,214,000

　　投資及び出資金支出 －

　　貸付金支出 24,000,000

　　その他の支出 －

　投資活動収入 130,567,379

　　国県等補助金収入 105,719,379

　　基金取崩収入 －

　　貸付金元金回収収入 24,000,000

　　資産売却収入 250,000

　　その他の収入 598,000

投資活動収支 △296,392,048

【財務活動収支】 －

　財務活動支出 467,271,871

　　地方債等償還支出 467,271,871

　　その他の支出 －

　財務活動収入 178,963,000

　　地方債等発行収入 178,800,000

　　その他の収入 163,000

財務活動収支 △288,308,871

本年度資金収支額 79,149,559

前年度末資金残高 315,209,771

本年度末資金残高 394,359,330

前年度末歳計外現金残高 4,371,032

本年度歳計外現金増減額 242,091

本年度末歳計外現金残高 4,613,123

本年度末現金預金残高 398,972,453

一般会計等資金収支計算書
自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日


