
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      52,239,715,788 　固定負債       5,453,866,071

　　有形固定資産      48,224,973,371 　　地方債等       4,669,480,711

　　　事業用資産      21,705,896,448 　　長期未払金                  －

　　　　土地         460,111,794 　　退職手当引当金         773,631,000

　　　　立木竹         348,950,620 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      34,460,411,280 　　その他          10,754,360

　　　　建物減価償却累計額    △14,208,895,807 　流動負債         698,524,323

　　　　工作物       1,270,507,509 　　1年内償還予定地方債等         635,196,318

　　　　工作物減価償却累計額       △625,188,948 　　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          40,803,060

　　　　航空機                  － 　　預り金          22,524,945

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

　　　　その他                  － 負債合計       6,152,390,394

　　　　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      53,511,781,273

　　　インフラ資産      25,147,393,529 　余剰分（不足分）     △5,436,887,921

　　　　土地          84,107,033 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,336,341,523

　　　　建物減価償却累計額     △1,132,217,957

　　　　工作物      42,115,362,741

　　　　工作物減価償却累計額    △18,256,199,811

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品       2,868,461,928

　　　物品減価償却累計額     △1,496,778,534

　　無形固定資産           5,627,440

　　　ソフトウェア           5,627,440

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       4,009,114,977

　　　投資及び出資金          14,940,000

　　　　有価証券           6,065,000

　　　　出資金           8,875,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           4,831,728

　　　長期貸付金          18,215,000

　　　基金       3,736,332,408

　　　　減債基金           8,747,449

　　　　その他       3,727,584,959

全体

全体貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △999,489

　流動資産       1,987,567,958

　　現金預金         139,732,726

　　未収金             443,542

　　短期貸付金        △20,805,000

　　基金       1,866,960,846

　　　財政調整基金         912,109,700

　　　減債基金         954,851,146

　　棚卸資産           1,235,844

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      48,074,893,352

資産合計      54,227,283,746 負債及び純資産合計      54,227,283,746



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,672,627,449

　業務費用                  3,045,423,282

　　人件費                    746,288,271

　　　職員給与費                    542,191,273

　　　賞与等引当金繰入額                     43,615,722

　　　退職手当引当金繰入額                    △1,673,000

　　　その他                    162,154,276

　　物件費等                  2,268,872,087

　　　物件費                  1,178,634,814

　　　維持補修費                    136,350,389

　　　減価償却費                    953,886,884

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     30,262,924

　　　支払利息                     22,013,484

　　　徴収不能引当金繰入額                        830,427

　　　その他                      7,419,013

　移転費用                  1,627,204,167

　　補助金等                  1,519,621,527

　　社会保障給付                    102,590,500

　　他会計への繰出金                       △79,409

　　その他                      5,071,549

経常収益                    338,255,603

　使用料及び手数料                    235,933,399

　その他                    102,322,204

純経常行政コスト                  4,334,371,846

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             －

　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                         60,845

　資産売却益                         60,845

　その他                             －

純行政コスト                  4,334,311,001

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 48,469,205,876 54,592,419,975 △6,123,214,099 －

　純行政コスト（△） △4,334,311,001 △4,334,311,001 －

　財源 3,939,998,477 3,939,998,477 －

　　税収等 2,927,246,500 2,927,246,500 －

　　国県等補助金 1,012,751,977 1,012,751,977 －

　本年度差額 △394,312,524 △394,312,524 －

　固定資産等の変動（内部変動） △1,080,638,702 1,080,638,702 －

　　有形固定資産等の増加 － － －

　　有形固定資産等の減少 △1,027,639,891 1,027,639,891 －

　　貸付金・基金等の増加 56,594,776 △56,594,776 －

　　貸付金・基金等の減少 △109,593,587 109,593,587 －

　資産評価差額 － －

　無償所管替等 － －

　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 △394,312,524 △1,080,638,702 686,326,178 －

本年度末純資産残高 48,074,893,352 53,511,781,273 △5,436,887,921 －

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                  3,719,446,022

　　業務費用支出                  2,092,241,855

　　　人件費支出                    748,454,155

　　　物件費等支出                  1,314,985,203

　　　支払利息支出                     22,013,484

　　　その他の支出                      6,789,013

　　移転費用支出                  1,627,204,167

　　　補助金等支出                  1,519,621,527

　　　社会保障給付支出                    102,590,500

　　　他会計への繰出支出                       △79,409

　　　その他の支出                      5,071,549

　業務収入                  3,534,333,095

　　税収等収入                  2,930,882,169

　　国県等補助金収入                    264,983,671

　　使用料及び手数料収入                    235,705,051

　　その他の収入                    102,762,204

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    468,292,998

業務活動収支                    283,180,071

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    677,336,556

　　公共施設等整備費支出                    479,288,000

　　基金積立金支出                    197,148,556

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                        900,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    391,574,014

　　国県等補助金収入                    279,475,308

　　基金取崩収入                    109,417,861

　　貸付金元金回収収入                      2,620,000

　　資産売却収入                         60,845

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △285,762,542

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    565,082,041

　　地方債等償還支出                    565,082,041

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    563,288,000

　　地方債等発行収入                    563,288,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                    △1,794,041

本年度資金収支額                    △4,376,512

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                    121,676,773

本年度末資金残高                    117,300,261

前年度末歳計外現金残高                     22,067,979

本年度歳計外現金増減額                        364,486

本年度末歳計外現金残高                     22,432,465

本年度末現金預金残高                    139,732,726


