
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 9,690,042,099 　固定負債 4,840,767,410

　　有形固定資産 9,176,517,579 　　地方債等 3,696,981,790

　　　事業用資産 4,093,618,834 　　長期未払金 －

　　　　土地 1,135,649,045 　　退職手当引当金 786,868,404

　　　　立木竹 － 　　損失補償等引当金 －

　　　　建物 8,696,071,604 　　その他 356,917,216

　　　　建物減価償却累計額 △6,144,307,590 　流動負債 532,215,863

　　　　工作物 836,734,118 　　1年内償還予定地方債等 469,721,686

　　　　工作物減価償却累計額 △430,528,343 　　未払金 3,868,970

　　　　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 53,343,551

　　　　航空機 － 　　預り金 4,694,615

　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 587,041

　　　　その他 － 負債合計 5,372,983,273

　　　　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 11,207,947,544

　　　インフラ資産 4,826,148,887 　余剰分（不足分） △4,424,835,442

　　　　土地 179,380,938 　他団体出資等分 －

　　　　建物 127,000,957

　　　　建物減価償却累計額 △71,583,154

　　　　工作物 14,742,806,993

　　　　工作物減価償却累計額 △10,253,928,292

　　　　その他 －

　　　　その他減価償却累計額 －

　　　　建設仮勘定 102,471,445

　　　物品 1,074,228,457

　　　物品減価償却累計額 △817,478,599

　　無形固定資産 3,864,924

　　　ソフトウェア 3,864,924

　　　その他 －

　　投資その他の資産 509,659,596

　　　投資及び出資金 19,308,256

　　　　有価証券 345,000

　　　　出資金 18,963,256

　　　　その他 －

　　　投資損失引当金 －

　　　長期延滞債権 28,720,475

　　　長期貸付金 －

　　　基金 463,570,170

　　　　減債基金 －

　　　　その他 463,570,170

　　　その他 －

　　　徴収不能引当金 △1,939,305

　流動資産 2,466,053,276

　　現金預金 893,624,066

　　未収金 53,070,508

　　短期貸付金 －

　　基金 1,517,905,445

　　　財政調整基金 1,295,453,445

　　　減債基金 222,452,000

　　棚卸資産 6,700,000

　　その他 －

　　徴収不能引当金 △5,246,743

　繰延資産 － 純資産合計 6,783,112,102

資産合計 12,156,095,375 負債・純資産合計 12,156,095,375

連結

連結貸借対照表
（令和4年03月31日 現在）



連結

（単位：円）

科目 金額

経常費用 5,484,160,665

　業務費用 2,402,839,135

　　人件費 997,621,520

　　　職員給与費 866,457,553

　　　賞与等引当金繰入額 53,343,551

　　　退職手当引当金繰入額 －

　　　その他 77,820,416

　　物件費等 1,301,210,952

　　　物件費 646,245,280

　　　維持補修費 59,564,848

　　　減価償却費 595,400,824

　　　その他 －

　　その他の業務費用 104,006,663

　　　支払利息 21,667,339

　　　徴収不能引当金繰入額 1,651,799

　　　その他 80,687,525

　移転費用 3,081,321,530

　　補助金等 2,711,938,767

　　社会保障給付 364,883,079

　　他会計への繰出金 －

　　その他 4,499,684

経常収益 279,654,425

　使用料及び手数料 110,132,751

　その他 169,521,674

純経常行政コスト 5,204,506,240

臨時損失 16,999,381

　災害復旧事業費 4,917,605

　資産除売却損 12,081,776

　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 399,585

　資産売却益 399,585

　その他 －

純行政コスト 5,221,106,036

連結行政コスト計算書
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） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 6,412,173,662 11,184,530,655 △4,772,356,993 －

　純行政コスト（△） △5,221,106,036 － △5,221,106,036 －

　財源 5,524,794,371 － 5,524,794,371 －

　　税収等 3,517,318,837 － 3,517,318,837 －

　　国県等補助金 2,007,475,534 － 2,007,475,534 －

　本年度差額 303,688,335 － 303,688,335 －

　固定資産等の変動（内部変動） － △101,768,648 101,768,648 －

　　有形固定資産等の増加 － 293,018,988 △293,018,988 －

　　有形固定資産等の減少 － △595,436,500 595,436,500 －

　　貸付金・基金等の増加 － 252,282,820 △252,282,820 －

　　貸付金・基金等の減少 － △51,633,956 51,633,956 －

　資産評価差額 △129,174 △129,174 － －

　無償所管換等 75,230,512 75,230,512 － －

　他団体出資等分の増加 － － － －

　他団体出資等分の減少 － － － －

　比例連結割合変更に伴う差額 △7,851,233 50,084,199 △57,935,432 －

　その他 － － － －

　本年度純資産変動額 370,938,440 23,416,889 347,521,551 －

本年度末純資産残高 6,783,112,102 11,207,947,544 △4,424,835,442 －

（単位：円）

科目 合計

連結

連結純資産変動計算書
自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日



連結

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】 －

　業務支出 4,902,722,267

　　業務費用支出 1,821,400,736

　　　人件費支出 1,004,667,105

　　　物件費等支出 715,332,334

　　　支払利息支出 21,667,339

　　　その他の支出 79,733,958

　　移転費用支出 3,081,321,531

　　　補助金等支出 2,711,938,767

　　　社会保障給付支出 364,883,079

　　　他会計への繰出支出 －

　　　その他の支出 4,499,685

　業務収入 5,629,338,198

　　税収等収入 3,508,468,186

　　国県等補助金収入 1,889,753,271

　　使用料及び手数料収入 120,338,962

　　その他の収入 110,777,779

　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 721,698,326

【投資活動収支】 －

　投資活動支出 506,030,115

　　公共施設等整備費支出 292,994,172

　　基金積立金支出 189,035,943

　　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 142,182,484

　　国県等補助金収入 105,719,379

　　基金取崩収入 1,016,097

　　貸付金元金回収収入 24,000,000

　　資産売却収入 399,586

　　その他の収入 11,047,422

投資活動収支 △363,847,631

【財務活動収支】 －

　財務活動支出 503,726,290

　　地方債等償還支出 503,637,409

　　その他の支出 88,881

　財務活動収入 218,763,000

　　地方債等発行収入 218,600,000

　　その他の収入 163,000

財務活動収支 △284,963,290

本年度資金収支額 72,887,405

前年度末資金残高 845,343,094

比例連結割合変更に伴う差額 △29,301,048

本年度末資金残高 888,929,451

前年度末歳計外現金残高 4,607,732

本年度歳計外現金増減額 86,883

本年度末歳計外現金残高 4,694,615

本年度末現金預金残高 893,624,066

連結資金収支計算書
自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日


