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

　固定資産      27,003,766,230 　固定負債       7,984,719,742

　　有形固定資産      24,198,588,460 　　地方債       7,408,662,402

　　　事業用資産      10,653,686,163 　　長期未払金          88,718,000

　　　　土地       3,862,320,194 　　退職手当引当金         473,348,000

　　　　立木竹          43,366,340 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      14,065,777,183 　　その他          13,991,340

　　　　建物減価償却累計額     △9,142,319,313 　流動負債         896,007,280

　　　　工作物       1,801,899,647 　　1年内償還予定地方債         796,591,911

　　　　工作物減価償却累計額       △956,239,090 　　未払金                  －

　　　　船舶           2,282,000 　　未払費用          29,286,000

　　　　船舶減価償却累計額         △2,281,998 　　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          46,154,974

　　　　航空機                  － 　　預り金          22,972,978

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他           1,001,417

　　　　その他                  － 負債合計       8,880,727,022

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

　　　　建設仮勘定         978,881,200 　固定資産等形成分      28,258,937,013

　　　インフラ資産      13,448,107,840 　余剰分（不足分）     △8,598,504,172

　　　　土地         131,952,544

　　　　建物          34,616,400

　　　　建物減価償却累計額         △9,223,875

　　　　工作物      54,102,940,902

　　　　工作物減価償却累計額    △40,823,145,931

　　　　その他          17,275,000

　　　　その他減価償却累計額         △6,307,200

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品         899,024,170

　　　物品減価償却累計額       △802,229,713

　　無形固定資産             641,300

　　　ソフトウェア             641,300

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       2,804,536,470

　　　投資及び出資金         295,974,607

　　　　有価証券          19,540,000

　　　　出資金         276,434,607

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          46,436,477

　　　長期貸付金         105,149,759

　　　基金       2,360,082,227

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金         256,458,618

　　　　その他       2,103,623,609

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △3,106,600

　流動資産       1,537,393,633

　　現金預金         249,455,890

　　未収金          21,766,960

　　短期貸付金           2,408,000

　　基金       1,252,762,783

　　　財政調整基金       1,252,761,601

　　　減債基金               1,182

　　棚卸資産                  －

　　その他          11,000,000

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      19,660,432,841

資産合計      28,541,159,863 負債及び純資産合計      28,541,159,863

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  6,414,818,831

　業務費用                  2,737,116,763

　　人件費                    826,032,041

　　　職員給与費                    677,740,579

　　　賞与等引当金繰入額                     46,154,974

　　　退職手当引当金繰入額                     14,818,000

　　　その他                     87,318,488

　　物件費等                  1,854,844,563

　　　物件費                    453,364,158

　　　維持補修費                    104,178,072

　　　減価償却費                  1,297,302,333

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     56,240,159

　　　支払利息                     31,003,673

　　　徴収不能引当金繰入額                      3,106,600

　　　その他                     22,129,886

　移転費用                  3,677,702,068

　　補助金等                  2,419,711,849

　　社会保障給付                    654,319,662

　　他会計への繰出金                    594,056,968

　　その他                      9,613,589

経常収益                    177,551,472

　使用料及び手数料                     57,810,260

　その他                    119,741,212

純経常行政コスト                  6,237,267,359

臨時損失                     11,274,577

　災害復旧事業費                     11,274,570

　資産除売却損                              7

　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                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                  6,248,541,936

一般会計等行政コスト計算書
自 令和2年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 令和3年03月31日

科目 金額



28,020,685,065 △9,261,642,71718,759,042,348前年度末純資産残高

△6,248,541,936△6,248,541,936　純行政コスト（△）

6,525,575,7376,525,575,737　財源

4,470,820,9314,470,820,931　　税収等

2,054,754,8062,054,754,806　　国県等補助金

277,033,801277,033,801　本年度差額

334,748,864 △334,748,864　固定資産等の変動（内部変動）

1,498,871,952 △1,498,871,952　　有形固定資産等の増加

△1,297,302,340 1,297,302,340　　有形固定資産等の減少

260,572,004 △260,572,004　　貸付金・基金等の増加

△127,392,752 127,392,752　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

△109,968,444△109,968,444　無償所管換等

13,471,528 720,853,608734,325,136　その他

238,251,948 663,138,545901,390,493　本年度純資産変動額

28,258,937,013 △8,598,504,17219,660,432,841本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

一般会計等

至 令和3年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  6,280,172,513

　　業務費用支出                  2,602,470,445

　　　人件費支出                    810,728,456

　　　物件費等支出                  1,739,748,430

　　　支払利息支出                     31,003,673

　　　その他の支出                     20,989,886

　　移転費用支出                  3,677,702,068

　　　補助金等支出                  2,419,711,849

　　　社会保障給付支出                    654,319,662

　　　他会計への繰出支出                    594,056,968

　　　その他の支出                      9,613,589

　業務収入                  5,058,016,813

　　税収等収入                  4,472,890,764

　　国県等補助金収入                    409,821,806

　　使用料及び手数料収入                     57,614,660

　　その他の収入                    117,689,583

　臨時支出                     11,274,570

　　災害復旧事業費支出                     11,274,570

　　その他の支出                             －

　臨時収入                  1,456,012,000

業務活動収支                    222,581,730

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    772,328,227

　　公共施設等整備費支出                    609,003,752

　　基金積立金支出                    151,534,308

　　投資及び出資金支出                      9,030,167

　　貸付金支出                      2,760,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    271,980,035

　　国県等補助金収入                    188,921,000

　　基金取崩収入                     76,161,035

　　貸付金元金回収収入                      6,898,000

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △500,348,192

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    694,160,096

　　地方債償還支出                    692,491,729

　　その他の支出                      1,668,367

　財務活動収入                    808,981,000

　　地方債発行収入                    808,981,000

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 令和3年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    114,820,904

本年度資金収支額                  △162,945,558

前年度末資金残高                    389,428,470

本年度末資金残高                    226,482,912

前年度末歳計外現金残高                     25,169,432

本年度歳計外現金増減額                    △2,196,454

本年度末歳計外現金残高                     22,972,978

本年度末現金預金残高                    249,455,890

一般会計等資金収支計算書
自 令和2年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 令和3年03月31日

科目 金額


