
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 143,332,712,059 固定負債 30,918,115,397

有形固定資産 135,345,995,278 地方債 26,848,386,957
事業用資産 61,081,615,146 長期未払金 1,362,505

土地 41,070,946,086 退職手当引当金 3,967,656,596
立木竹 - 損失補償等引当金 126,637
建物 53,528,010,731 その他 100,582,702
建物減価償却累計額 △ 35,310,619,122 流動負債 3,653,547,917
工作物 4,356,358,844 1年内償還予定地方債 2,911,564,940
工作物減価償却累計額 △ 2,570,684,593 未払金 4,421,971
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 366,464,274
航空機 - 預り金 371,096,732
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 34,571,663,314
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 7,603,200 固定資産等形成分 145,819,778,720

インフラ資産 73,696,728,273 余剰分（不足分） △ 34,020,672,812
土地 58,402,698,672
建物 437,872,320
建物減価償却累計額 △ 251,272,034
工作物 63,442,910,559
工作物減価償却累計額 △ 48,377,781,244
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 42,300,000

物品 3,133,979,791
物品減価償却累計額 △ 2,566,327,932

無形固定資産 64,505,947
ソフトウェア 29,160,618
その他 35,345,329

投資その他の資産 7,922,210,834
投資及び出資金 957,866,917

有価証券 420,000,000
出資金 537,866,917
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 263,053,585
長期貸付金 190,656,000
基金 6,534,394,142

減債基金 515,274,563
その他 6,019,119,579

その他 -
徴収不能引当金 △ 23,759,810

流動資産 3,038,057,163
現金預金 436,142,730
未収金 116,687,353
短期貸付金 17,332,000
基金 2,469,734,661

財政調整基金 2,469,734,661
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,839,581 111,799,105,908

146,370,769,222 146,370,769,222

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用 44,856,838,481
業務費用 14,988,743,988

人件費 5,840,145,387
職員給与費 4,248,810,283
賞与等引当金繰入額 366,464,274
退職手当引当金繰入額 221,528,502
その他 1,003,342,328

物件費等 8,806,595,685
物件費 6,114,532,856
維持補修費 213,509,828
減価償却費 2,478,553,001
その他 -

その他の業務費用 342,002,916
支払利息 158,120,623
徴収不能引当金繰入額 25,599,391
その他 158,282,902

移転費用 29,868,094,493
補助金等 14,893,087,169
社会保障給付 10,599,429,868
他会計への繰出金 4,372,191,924
その他 3,385,532

経常収益 1,101,080,436
使用料及び手数料 574,488,104
その他 526,592,332

純経常行政コスト 43,755,758,045
臨時損失 138,417,061

災害復旧事業費 138,365,150
資産除売却損 8
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 51,903
その他 -

臨時利益 1,551,998
資産売却益 1,551,998
その他 -

純行政コスト 43,892,623,108

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 111,085,119,704 146,623,302,765 △ 35,538,183,061

純行政コスト（△） △ 43,892,623,108 △ 43,892,623,108

財源 44,600,576,803 44,600,576,803

税収等 22,263,734,397 22,263,734,397

国県等補助金 22,336,842,406 22,336,842,406

本年度差額 707,953,695 707,953,695

固定資産等の変動（内部変動） △ 809,556,554 809,556,554

有形固定資産等の増加 1,212,975,857 △ 1,212,975,857

有形固定資産等の減少 △ 2,478,553,011 2,478,553,011

貸付金・基金等の増加 779,992,846 △ 779,992,846

貸付金・基金等の減少 △ 323,972,246 323,972,246

資産評価差額 △ 99,376 △ 99,376

無償所管換等 6,131,885 6,131,885

その他 - - -

本年度純資産変動額 713,986,204 △ 803,524,045 1,517,510,249

本年度末純資産残高 111,799,105,908 145,819,778,720 △ 34,020,672,812

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 42,659,871,337

業務費用支出 12,791,776,844
人件費支出 6,163,658,847
物件費等支出 6,328,042,684
支払利息支出 158,120,623
その他の支出 141,954,690

移転費用支出 29,868,094,493
補助金等支出 14,893,087,169
社会保障給付支出 10,599,429,868
他会計への繰出支出 4,372,191,924
その他の支出 3,385,532

業務収入 45,445,563,242
税収等収入 22,244,487,545
国県等補助金収入 22,101,802,838
使用料及び手数料収入 575,821,899
その他の収入 523,450,960

臨時支出 138,365,150
災害復旧事業費支出 138,365,150
その他の支出 -

臨時収入 29,494,568
業務活動収支 2,676,821,323
【投資活動収支】

投資活動支出 1,955,807,567
公共施設等整備費支出 1,208,897,057
基金積立金支出 699,031,510
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 47,879,000
その他の支出 -

投資活動収入 485,529,800
国県等補助金収入 205,654,000
基金取崩収入 213,112,800
貸付金元金回収収入 65,211,000
資産売却収入 1,552,000
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,470,277,767
【財務活動収支】

財務活動支出 3,053,424,285
地方債償還支出 2,976,180,639
その他の支出 77,243,646

財務活動収入 1,860,598,000
地方債発行収入 1,860,598,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,192,826,285
13,717,271
51,328,727
65,045,998

前年度末歳計外現金残高 367,525,357
本年度歳計外現金増減額 3,571,375
本年度末歳計外現金残高 371,096,732
本年度末現金預金残高 436,142,730

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　令和２年４月１日　
至　令和３年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


