
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産       9,264,018,957 　固定負債       4,804,717,811

　　有形固定資産       9,169,753,876 　　地方債等       3,948,902,130

　　　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         354,295,653

　　　　建物減価償却累計額     △5,615,550,930 　流動負債         555,359,618

　　　　工作物         778,514,627 　　1年内償還予定地方債等         502,594,394

　　　　工作物減価償却累計額       △377,899,162 　　未払金           1,445,076

　　　　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          46,634,116

　　　　航空機                  － 　　預り金           4,371,032

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他             315,000

　　　　その他                  － 負債合計       5,360,077,429

　　　　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      10,536,586,957

　　　インフラ資産       4,892,650,546 　余剰分（不足分）     △4,624,936,911

　　　　土地         178,085,268 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         127,000,957

　　　　建物減価償却累計額        △68,838,731

　　　　工作物      14,679,874,913

　　　　工作物減価償却累計額    △10,057,903,927

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          34,432,066

　　　物品         855,826,080

　　　物品減価償却累計額       △646,294,890

　　無形固定資産           4,328,167

　　　ソフトウェア           4,328,167

　　　その他                  －

　　投資その他の資産          89,936,914

　　　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          38,071,984

　　　長期貸付金                  －

　　　基金          34,993,000

　　　　減債基金                  －

　　　　その他          34,993,000

全体

全体貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △2,436,326

　流動資産       2,007,708,518

　　現金預金         692,897,155

　　未収金          36,824,324

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,272,568,000

　　　財政調整基金       1,070,710,000

　　　減債基金         201,858,000

　　棚卸資産           6,800,000

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △1,380,961

　繰延資産                  － 純資産合計       5,911,650,046

資産合計      11,271,727,475 負債及び純資産合計      11,271,727,475



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,695,729,371

　業務費用                  1,972,122,579

　　人件費                    755,143,595

　　　職員給与費                    635,520,209

　　　賞与等引当金繰入額                     46,949,116

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     72,674,270

　　物件費等                  1,163,117,291

　　　物件費                    572,298,083

　　　維持補修費                     49,085,620

　　　減価償却費                    541,733,588

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     53,861,693

　　　支払利息                     26,163,592

　　　徴収不能引当金繰入額                      2,617,041

　　　その他                     25,081,060

　移転費用                  2,723,606,792

　　補助金等                  2,468,870,009

　　社会保障給付                    253,998,066

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                        738,717

経常収益                    196,596,188

　使用料及び手数料                    104,243,539

　その他                     92,352,649

純経常行政コスト                  4,499,133,183

臨時損失                     19,725,983

　災害復旧事業費                     18,337,694

　資産除売却損                      1,388,289

　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                  4,518,809,167

全体行政コスト計算書
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） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 5,901,612,001 10,632,884,937 △4,731,272,936 －

　純行政コスト（△） △4,518,809,167 △4,518,809,167 －

　財源 4,529,671,111 4,529,671,111 －

　　税収等 2,773,008,860 2,773,008,860 －

　　国県等補助金 1,756,662,251 1,756,662,251 －

　本年度差額 10,861,944 10,861,944 －

　固定資産等の変動（内部変動） △95,474,081 95,474,081 －

　　有形固定資産等の増加 441,285,239 △441,285,239 －

　　有形固定資産等の減少 △541,823,878 541,823,878 －

　　貸付金・基金等の増加 207,726,114 △207,726,114 －

　　貸付金・基金等の減少 △202,661,556 202,661,556 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △823,899 △823,899

　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 10,038,045 △96,297,980 106,336,025 －

本年度末純資産残高 5,911,650,046 10,536,586,957 △4,624,936,911 －

全体

全体純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  4,151,934,029

　　業務費用支出                  1,428,327,237

　　　人件費支出                    755,689,009

　　　物件費等支出                    622,431,703

　　　支払利息支出                     26,163,592

　　　その他の支出                     24,042,933

　　移転費用支出                  2,723,606,792

　　　補助金等支出                  2,468,870,009

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

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                        738,717

　業務収入                  4,646,760,187

　　税収等収入                  2,764,728,387

　　国県等補助金収入                  1,701,924,753

　　使用料及び手数料収入                    104,091,289

　　その他の収入                     76,015,758

　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                    483,709,464

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    648,512,239

　　公共施設等整備費支出                    441,285,239

　　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                    241,313,756

　　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                     10,496,756

投資活動収支                  △407,198,483

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    527,006,653

　　地方債等償還支出                    527,006,653

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    473,723,000

　　地方債等発行収入                    472,400,000

　　その他の収入                      1,323,000

財務活動収支                   △53,283,653

本年度資金収支額                     23,227,328

全体資金収支計算書
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                    665,298,795

本年度末資金残高                    688,526,123

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                    692,897,155


