
【様式第１号】

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 4,607,292,870 固定負債 2,318,435,556

有形固定資産 3,245,977,466 地方債 1,186,700,197

事業用資産 2,588,910,614 長期未払金

土地 185,220,763 退職手当引当金 1,131,735,359

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 △ 3,324,004,268 流動負債 644,652,431

工作物 １年内償還予定地方債 474,175,949

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 161,869,480

航空機 預り金 8,607,002

航空機減価償却累計額 その他

その他 2,963,087,987

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 4,664,282,489

インフラ資産 余剰分（不足分） △ 2,747,253,148

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 2,407,528,593

物品減価償却累計額 △ 1,750,461,741

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産 1,361,315,404

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 1,361,315,404

減債基金

その他 1,361,315,404

その他

徴収不能引当金

流動資産 272,824,458

現金預金 215,834,839

未収金 166,254

短期貸付金

基金 56,989,619

財政調整基金 56,989,619

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金 △ 166,254 1,917,029,341

4,880,117,328 4,880,117,328

令和４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 2,718,583,544

業務費用 2,697,308,117

人件費 1,972,629,713

職員給与費 1,807,197,413

賞与等引当金繰入額 161,869,480

退職手当引当金繰入額 0

その他 3,562,820

物件費等 716,209,569

物件費 504,393,074

維持補修費 73,762

減価償却費 210,174,590

その他 1,568,143

その他の業務費用 8,468,835

支払利息 7,314,209

徴収不能引当金繰入額 166,254

その他 988,372

移転費用 21,275,427

補助金等 19,226,927

社会保障給付

他会計への繰出金

その他 2,048,500

経常収益 159,487,510

使用料及び手数料 17,857,980

その他 141,629,530

2,559,096,034

臨時損失 2

災害復旧事業費

資産除売却損 2

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 139,698

資産売却益 139,698

その他

2,558,956,338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　３年４月　１日

至　令和　４年３月３１日

科目



【様式第３号】

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

純行政コスト（△） △ 2,558,956,338 △ 2,558,956,338

財源 3,146,474,208 3,146,474,208

税収等 3,133,694,208 3,133,694,208

国県等補助金 12,780,000 12,780,000

本年度差額 587,517,870 587,517,870

163,477,868 △ 163,477,868

有形固定資産等の増加 442,450,800 △ 442,450,800

有形固定資産等の減少 △ 210,174,590 210,174,590

貸付金・基金等の増加 333,011,658 △ 333,011,658

貸付金・基金等の減少 △ 401,810,000 401,810,000

資産評価差額

無償所管換等 △ 1 △ 1

その他

本年度純資産変動額 587,517,869 163,477,867 424,040,002

1,917,029,341 4,664,282,493 △ 2,747,253,152

○純資産変動計算書とは

将来の住民へ持ち越す財産がどのような姿で将来の住民に引き継がれるかを明らかに

するもの

○「固定資産等形成分」

将来の住民に持ち越す財産のうち固定資産の形で持ち越す部分（固定資産＋基金）

○「余剰分（不足分）」

将来の住民に持ち越す財産のうちお金の形で持ち越す部分（現金預金－負債）

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　３年４月　１日

至　令和　４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 2,484,185,369

業務費用支出 2,462,909,942

人件費支出 1,948,572,382

物件費等支出 507,023,351

支払利息支出 7,314,209

その他の支出

移転費用支出 21,275,427

補助金等支出 19,226,927

社会保障給付支出

他会計への繰出支出

その他の支出 2,048,500

業務収入 3,305,961,718

税収等収入 3,133,694,208

国県等補助金収入 12,780,000

使用料及び手数料収入 17,857,980

その他の収入 141,629,530

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

821,776,349

【投資活動収支】

投資活動支出 775,462,458

公共施設等整備費支出 442,450,800

基金積立金支出 333,011,658

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 401,949,700

国県等補助金収入

基金取崩収入 401,810,000

貸付金元金回収収入

資産売却収入 139,700

その他の収入

△ 373,512,758

【財務活動収支】

財務活動支出 473,489,492

地方債償還支出 473,489,492

その他の支出

財務活動収入 50,300,000

地方債発行収入 50,300,000

その他の収入

△ 423,189,492

25,074,099

182,153,738

207,227,837

9,490,385

△ 883,383

本年度末歳計外現金残高 8,607,002

215,834,839

自　令和　３年４月　１日

至　令和　４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


