
【様式第１号】

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 4,443,816,143 固定負債 2,748,605,918

有形固定資産 3,013,701,261 地方債 1,610,576,146

事業用資産 2,678,712,287 長期未払金

土地 185,220,763 退職手当引当金 1,138,029,772

立木竹 損失補償等引当金

建物 5,727,694,119 その他

建物減価償却累計額 △ 3,234,202,595 流動負債 614,497,613

工作物 １年内償還予定地方債 473,489,492

工作物減価償却累計額 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 131,517,736

航空機 預り金 9,490,385

航空機減価償却累計額 その他

その他 3,363,103,531

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 4,500,804,626

インフラ資産 余剰分（不足分） △ 3,171,293,154

土地

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品 2,019,222,093

物品減価償却累計額 △ 1,684,233,119

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産 1,430,114,882

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金 1,430,114,882

減債基金

その他 1,430,114,882

その他

徴収不能引当金

流動資産 248,798,860

現金預金 191,644,123

未収金 166,254

短期貸付金

基金 56,988,483

財政調整基金 56,988,483

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金 1,329,511,472

4,692,615,003 4,692,615,003

令和３年３月３１日現在

貸借対照表

資産合計 負債及び純資産合計

科目 科目

負債合計

純資産合計

（単位：円）



【様式第２号】

経常費用 2,945,737,074

業務費用 2,923,913,725

人件費 1,905,811,149

職員給与費 1,770,753,463

賞与等引当金繰入額 131,517,736

退職手当引当金繰入額

その他 3,539,950

物件費等 1,007,759,369

物件費 484,931,299

維持補修費 14,450,663

減価償却費 506,957,564

その他 1,419,843

その他の業務費用 10,343,207

支払利息 9,366,104

徴収不能引当金繰入額

その他 977,103

移転費用 21,823,349

補助金等 20,263,849

社会保障給付

他会計への繰出金

その他 1,559,500

経常収益 88,272,979

使用料及び手数料 20,549,600

その他 67,723,379

2,857,464,095

臨時損失 1

災害復旧事業費

資産除売却損 1

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 15,399

資産売却益 15,399

その他

2,857,448,697純行政コスト

金額

純経常行政コスト

行政コスト計算書

（単位：円）

自　令和　２年４月　１日

至　令和　３年３月３１日

科目



【様式第３号】

前年度末純資産残高 1,141,540,902 4,857,990,606 △ 3,716,449,704

純行政コスト（△） △ 2,857,448,697 △ 2,857,448,697

財源 3,045,419,269 3,045,419,269

税収等 3,044,085,021 3,044,085,021

国県等補助金 1,334,248 1,334,248

本年度差額 187,970,572 187,970,572

△ 357,185,978 357,185,978

有形固定資産等の増加 104,122,260 △ 104,122,260

有形固定資産等の減少 △ 506,957,566 506,957,566

貸付金・基金等の増加 275,959,328 △ 275,959,328

貸付金・基金等の減少 △ 230,310,000 230,310,000

資産評価差額

無償所管換等 △ 2 △ 2

その他

本年度純資産変動額 187,970,570 △ 357,185,980 545,156,550

1,329,511,472 4,500,804,626 △ 3,171,293,154本年度末純資産残高

科目 合計 固定資産等
形成分

余剰分（不足分）

固定資産等の変動（内部変動）

自　令和　２年４月　１日

至　令和　３年３月３１日

（単位：円）

純資産変動計算書



【業務活動収支】

業務支出 2,495,321,704

業務費用支出 2,473,498,355

人件費支出 1,962,353,343

物件費等支出 501,778,908

支払利息支出 9,366,104

その他の支出

移転費用支出 21,823,349

補助金等支出 20,263,849

社会保障給付支出

他会計への繰出支出

その他の支出 1,559,500

業務収入 3,133,692,248

税収等収入 3,044,085,021

国県等補助金収入 1,334,248

使用料及び手数料収入 20,549,600

その他の収入 67,723,379

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

638,370,544

【投資活動収支】

投資活動支出 380,081,588

公共施設等整備費支出 104,122,260

基金積立金支出 275,959,328

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 230,325,400

国県等補助金収入

基金取崩収入 230,310,000

貸付金元金回収収入

資産売却収入 15,400

その他の収入

△ 149,756,188

【財務活動収支】

財務活動支出 481,046,241

地方債償還支出 481,046,241

その他の支出

財務活動収入 64,800,000

地方債発行収入 64,800,000

その他の収入

△ 416,246,241

72,368,115

109,785,623

182,153,738

11,748,896

△ 2,258,511

本年度末歳計外現金残高 9,490,385

191,644,123

自　令和　２年４月　１日

至　令和　３年３月３１日

（単位：円）

本年度歳計外現金増減額

【様式第４号】

本年度末現金預金残高

科目 金額

業務活動収支

資金収支計算書

投資活動収支

財務活動収支

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高


