
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産 40,757,817,610       　固定負債 7,701,511,604        

　　有形固定資産 33,406,155,799       　　地方債等 6,657,017,604        

　　　事業用資産 13,445,451,810       　　長期未払金 -                    

　　　　土地 3,453,070,124        　　退職手当引当金 1,044,494,000        

　　　　立木竹 -                    　　損失補償等引当金 -                    

　　　　建物 19,936,705,427       　　その他 -                    

　　　　建物減価償却累計額 -10,094,006,481      　流動負債 988,365,362          

　　　　工作物 243,386,280          　　1年内償還予定地方債等 872,579,732          

　　　　工作物減価償却累計額 -104,918,540         　　未払金 41,500               

　　　　建設仮勘定 11,215,000           　　未払費用 -                    

　　　インフラ資産 19,418,856,765       　　前受金 -                    

　　　　土地 1,794,641,353        　　前受収益 -                    

　　　　建物 1,043,776,000        　　賞与等引当金 64,730,596           

　　　　建物減価償却累計額 -658,032,932         　　預り金 51,013,534           

　　　　工作物 54,421,752,406       　　その他 -                    

　　　　工作物減価償却累計額 -37,384,373,162      負債合計 8,689,876,966        

　　　　建設仮勘定 201,093,100          【純資産の部】

　　　物品 1,259,624,913        　固定資産等形成分 41,696,885,410       

　　　物品減価償却累計額 -717,777,689         　余剰分（不足分） -8,368,100,221       

　　無形固定資産 27,072,062           　他団体出資等分 -                    

　　　ソフトウェア 27,072,062           

　　　その他 -                    

　　投資その他の資産 7,324,589,749        

　　　投資及び出資金 1,516,877,214        

　　　　有価証券 75,000               

　　　　出資金 1,516,802,214        

　　　　その他 -                    

　　　投資損失引当金 -                    

　　　長期延滞債権 8,505,379            

　　　長期貸付金 48,431,200           

　　　基金 5,752,372,192        

　　　　減債基金 -                    

　　　　その他 5,752,372,192        

　　　その他 -                    

　　　徴収不能引当金 -1,596,236           

　流動資産 1,260,844,545        

　　現金預金 320,148,461          

　　未収金 1,628,284            

　　短期貸付金 9,628,100            

　　基金 929,439,700          

　　　財政調整基金 600,899,709          

　　　減債基金 328,539,991          

　　棚卸資産 -                    

　　その他 -                    

　　徴収不能引当金 -                    

　繰延資産 -                    純資産合計 33,328,785,189       

資産合計 42,018,662,155       負債及び純資産合計 42,018,662,155       

全体

貸借対照表
（令和３年３月31日 現在）



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用 7,606,158,331                     

　業務費用 4,597,751,656                     

　　人件費 1,045,123,673                     

　　　職員給与費 891,274,126                       

　　　賞与等引当金繰入額 1,549,497                         

　　　退職手当引当金繰入額 -                                 

　　　その他 152,300,050                       

　　物件費等 3,500,589,375                     

　　　物件費 1,722,779,061                     

　　　維持補修費 200,686,699                       

　　　減価償却費 1,577,123,615                     

　　　その他 -                                 

　　その他の業務費用 52,038,608                        

　　　支払利息 48,964,677                        

　　　徴収不能引当金繰入額 550,070                           

　　　その他 2,523,861                         

　移転費用 3,008,406,675                     

　　補助金等 2,534,778,624                     

　　社会保障給付 461,884,851                       

　　他会計への繰出金 -                                 

　　その他 11,743,200                        

経常収益 650,130,394                       

　使用料及び手数料 207,249,628                       

　その他 442,880,766                       

純経常行政コスト 6,956,027,937                     

臨時損失 5,307,790                         

　災害復旧事業費 -                                 

　資産除売却損 5,307,790                         

　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 416,444                           

　資産売却益 416,444                           

　その他 -                                 

純行政コスト 6,960,919,283                     

行政コスト計算書
自 令和２年４月１日

至 令和３年３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 33,647,476,175     40,907,368,995     -7,259,892,820     -                  

　純行政コスト（△） -6,960,919,283     -6,960,919,283     -                  

　財源 6,619,619,408      6,619,619,408      -                  

　　税収等 4,545,570,987      4,545,570,987      -                  

　　国県等補助金 2,074,048,421      2,074,048,421      -                  

　本年度差額 -341,299,875       -341,299,875       -                  

　固定資産等の変動（内部変動） 766,907,526        -766,907,526       -                  

　　有形固定資産等の増加 2,460,254,760      -2,460,254,760     -                  

　　有形固定資産等の減少 -1,582,689,755     1,582,689,755      -                  

　　貸付金・基金等の増加 557,206,216        -557,206,216       -                  

　　貸付金・基金等の減少 -667,863,695       667,863,695        -                  

　資産評価差額 -                  -                  

　無償所管換等 22,608,889         22,608,889         

　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 -318,690,986       789,516,415        -1,108,207,401     -                  

本年度末純資産残高 33,328,785,189     41,696,885,410     -8,368,100,221     -                  

全体

科目 合計

至 令和３年３月31日

自 令和２年４月１日

純資産変動計算書



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】

　業務支出 6,026,836,845                     

　　業務費用支出 3,018,430,170                     

　　　人件費支出 1,043,574,176                     

　　　物件費等支出 1,923,465,760                     

　　　支払利息支出 48,964,677                        

　　　その他の支出 2,425,557                         

　　移転費用支出 3,008,406,675                     

　　　補助金等支出 2,534,778,624                     

　　　社会保障給付支出 461,884,851                       

　　　他会計への繰出支出 -                                 

　　　その他の支出 11,743,200                        

　業務収入 7,245,266,076                     

　　税収等収入 4,545,123,449                     

　　国県等補助金収入 2,074,048,421                     

　　使用料及び手数料収入 207,020,072                       

　　その他の収入 419,074,134                       

　臨時支出 -                                 

　　災害復旧事業費支出 -                                 

　　その他の支出 -                                 

　臨時収入 -                                 

業務活動収支 1,218,429,231                     

【投資活動収支】

　投資活動支出 3,004,843,756                     

　　公共施設等整備費支出 2,460,254,760                     

　　基金積立金支出 501,713,996                       

　　投資及び出資金支出 -                                 

　　貸付金支出 42,875,000                        

　　その他の支出 -                                 

　投資活動収入 661,535,055                       

　　国県等補助金収入 -                                 

　　基金取崩収入 626,885,961                       

　　貸付金元金回収収入 33,974,300                        

　　資産売却収入 674,794                           

　　その他の収入 -                                 

投資活動収支 -2,343,308,701                    

【財務活動収支】

　財務活動支出 1,156,650,448                     

　　地方債等償還支出 1,156,650,448                     

　　その他の支出 -                                 

　財務活動収入 2,302,603,000                     

　　地方債等発行収入 2,302,603,000                     

　　その他の収入 -                                 

財務活動収支 1,145,952,552                     

本年度資金収支額 21,073,082                        

前年度末資金残高 248,061,845                       

本年度末資金残高 269,134,927                       

前年度末歳計外現金残高 49,131,917                        

本年度歳計外現金増減額 1,881,617                         

本年度末歳計外現金残高 51,013,534                        

本年度末現金預金残高 320,148,461                       

資金収支計算書
自 令和２年４月１日

至 令和３年３月31日


