
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
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

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
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
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
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

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

27,284,485,174 -
12,846,917,970 2,803,876,000

427,140,700 -

66,044,036,359 31,473,892,666
62,780,757,259 25,753,963,443

△ 1,006,587,298 49,972,859
- -
- 17,013

32,926,571,503 2,916,053,223
△ 19,975,599,668 3,110,883,574

2,063,018,767 2,495,933,308

- 263,128,621
- 負債合計 34,584,776,240
-

- -
- 205,412,138
- 96,419,635

2,191,021,656
△ 402,801,032
51,422,619,546

3,023,200 69,884,634,627
33,950,551,753 △ 32,536,478,423
6,734,855,843 -

49,202,075
4,402,001,861

△ 2,856,281,529

△ 26,044,346,335
-
-

3,227,515,870
224,137,939
19,957,539

35,763,230
35,694,528

68,702

2,900,023,121
-

2,900,023,121
-

204,180,400
-
-

111,525,657
7,446,570

6,600,000
3,833,998,268
2,420,535,956

△ 15,617,417
5,888,896,085
1,987,476,579

68,140,304

- 純資産合計 37,348,156,204

資産合計 71,932,932,444 負債及び純資産合計 71,932,932,444

1,413,462,312
1,341,664

140,000
△ 8,800,730



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
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

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
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
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
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

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和04年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

26,902,420,912 -
13,129,999,852 2,678,959,000

427,140,700 -

65,301,386,648 29,462,054,067
61,907,843,960 24,021,054,419

△ 1,105,645,755 36,785,877
- -
- 17,013

32,867,945,903 2,762,040,648
△ 20,564,996,895 3,075,288,899

2,141,712,107 2,466,665,989

- 277,093,312
- 負債合計 32,537,342,966
-

- -
- 172,541,578
- 122,185,130

2,191,021,656
△ 461,686,274
52,052,585,926

6,265,000 69,620,841,427
33,391,343,584 △ 30,232,048,302
6,614,513,077 -

47,092,410
4,752,646,573

△ 3,138,567,109

△ 27,052,183,211
-
-

3,365,579,630
224,125,726
19,945,326

27,963,058
27,894,356

68,702

3,057,515,428
-

3,057,515,428
-

204,180,400
-
-

95,545,008
-

6,600,000
4,312,854,779
2,598,633,127

△ 11,606,532
6,624,749,443
2,257,782,028

52,043,230

- 純資産合計 39,388,793,125

資産合計 71,926,136,091 負債及び純資産合計 71,926,136,091

1,714,221,652
1,322,967

140,000
△ 5,993,561



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

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

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  令和03年4月1日
至  令和04年3月31日

科目 金額

231,811,557

22,691,088,208

8,961,637,098

2,845,625,186

2,230,705,905

171,414,087

-

443,505,194

5,714,336,714

2,984,872,628

403,154,176

2,094,498,353

21,604,469,560

401,675,198

205,808,954

4,415,454

191,450,790

13,729,451,110

10,419,833,737

3,307,523,223

2,094,150

1,086,618,648

921,148,035

165,470,613

25,620

127,784,346

21,676,581,282

199,921,688

191,401,027

6,552,773

-

1,967,888

127,809,966

-



（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 69,884,634,627 △ 32,536,478,423 -

純行政コスト（△） △ 21,676,581,282

財源 23,794,713,694 -

税収等 14,240,373,588

国県等補助金 9,554,340,106

本年度差額 2,118,132,412 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 67,862,707 67,862,707

有形固定資産等の増加 1,292,937,124 △ 1,292,937,124

有形固定資産等の減少 △ 2,097,013,885 2,097,013,885

貸付金・基金等の増加 1,501,674,411 △ 1,501,674,411

貸付金・基金等の減少 △ 765,460,357 765,460,357

資産評価差額 △ 12,213

無償所管換等 △ 76,636,710

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 119,281,570 118,435,002

本年度純資産変動額 △ 263,793,200 2,304,430,121 -

本年度末純資産残高 69,620,841,427 △ 30,232,048,302 -

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

科目 合計

△ 12,213

37,348,156,204

△ 21,676,581,282

23,794,713,694

14,240,373,588

9,554,340,106

2,118,132,412

△ 76,636,710

-

-

△ 846,568

2,040,636,921

39,388,793,125



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
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
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

205,808,954

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

科目 金額

20,781,966,090
7,052,514,980
2,878,495,746
3,623,016,019

191,401,027

345,194,261
13,729,451,110
10,419,833,737
3,307,523,223

2,094,150
23,737,244,862
13,391,621,883
9,269,283,910

908,363,453
167,975,616
193,663,313

189,610,963

2,262,286
132,966,243

2,894,581,702

2,626,211,798
1,291,995,809
1,334,215,989

-
-
-

1,636,638,906

118,435,000

697,867,171
6,600,000

4,380
742,556,392

△ 989,572,892

2,758,481,856
2,730,882,114

27,599,742
1,098,013,000

979,578,000

本年度資金収支額 244,539,954
前年度末資金残高 1,891,056,944
本年度末資金残高 2,135,596,898

96,419,635
25,765,495

122,185,130
2,257,782,028

△ 1,660,468,856


