
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      48,528,696,660 　固定負債       4,992,452,441

　　有形固定資産      44,542,155,714 　　地方債       4,208,067,081

　　　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         624,533,834

　　　　工作物       1,270,507,509 　　1年内償還予定地方債         565,303,258

　　　　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          36,705,631

　　　　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       5,616,986,275

　　　　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      49,646,626,527

　　　インフラ資産      21,906,685,222 　余剰分（不足分）     △4,927,200,905

　　　　土地          84,107,033

　　　　建物       1,449,322,508

　　　　建物減価償却累計額       △653,057,071

　　　　工作物      37,799,217,977

　　　　工作物減価償却累計額    △16,772,905,225

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品       1,920,030,394

　　　物品減価償却累計額       △990,456,350

　　無形固定資産           4,439,440

　　　ソフトウェア           4,439,440

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,982,101,506

　　　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           2,857,378

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       3,729,187,774

　　　　減債基金           8,747,449

　　　　その他       3,720,440,325

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和3年03月31日 現在）



　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △678,976

　流動資産       1,807,715,237

　　現金預金         115,995,248

　　未収金             596,042

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,689,888,103

　　　財政調整基金         735,036,957

　　　減債基金         954,851,146

　　棚卸資産           1,235,844

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      44,719,425,622

資産合計      50,336,411,897 負債及び純資産合計      50,336,411,897



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,210,375,088

　業務費用                  2,823,189,537

　　人件費                    740,329,316

　　　職員給与費                    542,054,906

　　　賞与等引当金繰入額                     39,518,293

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

　　　その他                    160,429,117

　　物件費等                  2,068,669,595

　　　物件費                  1,106,694,504

　　　維持補修費                     89,622,049

　　　減価償却費                    872,353,042

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     14,190,626

　　　支払利息                     13,532,343

　　　徴収不能引当金繰入額                        410,283

　　　その他                        248,000

　移転費用                  1,387,185,551

　　補助金等                  1,280,118,711

　　社会保障給付                    102,590,500

　　他会計への繰出金                       △79,409

　　その他                      4,555,749

経常収益                    284,133,135

　使用料及び手数料                    185,643,157

　その他                     98,489,978

純経常行政コスト                  3,926,241,953

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                  3,926,181,108

一般会計等行政コスト計算書
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）

前年度末純資産残高 45,067,414,775 50,645,731,387 △5,578,316,612

　純行政コスト（△） △3,926,181,108 △3,926,181,108

　財源 3,578,191,955 3,578,191,955

　　税収等 2,670,893,439 2,670,893,439

　　国県等補助金 907,298,516 907,298,516

　本年度差額 △347,989,153 △347,989,153

　固定資産等の変動（内部変動） △999,104,860 999,104,860

　　有形固定資産等の増加 － －

　　有形固定資産等の減少 △946,106,049 946,106,049

　　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 － －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △347,989,153 △999,104,860 651,115,707

本年度末純資産残高 44,719,425,622 49,646,626,527 △4,927,200,905

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

科目 合計



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,339,833,343

　　業務費用支出                  1,952,647,792

　　　人件費支出                    742,550,896

　　　物件費等支出                  1,196,316,553

　　　支払利息支出                     13,532,343

　　　その他の支出                        248,000

　　移転費用支出                  1,387,185,551

　　　補助金等支出                  1,280,118,711

　　　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                      4,555,749

　業務収入                  3,118,078,605

　　税収等収入                  2,674,401,608

　　国県等補助金収入                    159,772,210

　　使用料及び手数料収入                    185,414,809

　　その他の収入                     98,489,978

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    468,050,998

業務活動収支                    246,296,260

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    690,565,126

　　公共施設等整備費支出                    498,539,000

　　基金積立金支出                    192,026,126

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    388,954,014

　　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                             －

　　資産売却収入                         60,845

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △301,611,112

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    506,281,727

　　地方債償還支出                    506,281,727

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    544,988,000

　　地方債発行収入                    544,988,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                     38,706,273

本年度資金収支額                   △16,608,579

一般会計等資金収支計算書
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                    110,171,362

本年度末資金残高                     93,562,783

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                    115,995,248


