
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 18,305,965,937   固定負債 4,417,906,692

    有形固定資産 15,824,766,193     地方債 3,384,818,484

      事業用資産 15,811,115,340     長期未払金 -

        土地 8,640,855,938     退職手当引当金 1,033,088,208

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,962,730,218     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,825,463,420   流動負債 462,609,489

        工作物 27,784,196     １年内償還予定地方債 328,371,260

        工作物減価償却累計額 -2,005,192     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 81,026,067

        航空機 -     預り金 53,212,162

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,880,516,181

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,213,600   固定資産等形成分 19,515,160,920

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -4,412,095,275

        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 35,927,857

      物品減価償却累計額 -22,277,004

    無形固定資産 19,882,500

      ソフトウェア 19,882,500

      その他 -

    投資その他の資産 2,461,317,244

      投資及び出資金 17,000,000

        有価証券 -

        出資金 17,000,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 2,404,307

      長期貸付金 -

      基金 2,442,483,719

        減債基金 -

        その他 2,442,483,719

      その他 -

      徴収不能引当金 -570,782

  流動資産 1,677,615,889

    現金預金 467,805,903

    未収金 806,456

    短期貸付金 -

    基金 1,209,194,983

      財政調整基金 1,209,194,983

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -191,453 純資産合計 15,103,065,645

資産合計 19,983,581,826 負債及び純資産合計 19,983,581,826

貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 5,637,027,808

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    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 -

純経常行政コスト 5,637,027,808

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,159,116,472

    使用料及び手数料 4,476,910

    その他 1,154,639,562

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 -

        その他 6,737,000

    移転費用 214,898,027

      補助金等 214,898,027

      その他の業務費用 44,612,613

        支払利息 37,857,277

        徴収不能引当金繰入額 18,336

        維持補修費 21,954,229

        減価償却費 286,621,060

        その他 -

        その他 -

      物件費等 4,300,544,574

        物件費 3,991,969,285

        職員給与費 2,133,990,764

        賞与等引当金繰入額 81,026,067

        退職手当引当金繰入額 21,072,235

  経常費用 6,796,144,280

    業務費用 6,581,246,253

      人件費 2,236,089,066

行政コスト計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 14,734,848,425 19,272,052,387 -4,537,203,962

  純行政コスト（△） -5,637,027,808 -5,637,027,808

  財源 6,005,245,028 6,005,245,028

    税収等 4,848,227,870 4,848,227,870

    国県等補助金 1,157,017,158 1,157,017,158

  本年度差額 368,217,220 368,217,220

  固定資産等の変動（内部変動） 243,108,533 -243,108,533

    有形固定資産等の増加 103,102,800 -103,102,800

    有形固定資産等の減少 -286,621,060 286,621,060

    貸付金・基金等の増加 427,138,257 -427,138,257

    貸付金・基金等の減少 -511,464 511,464

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 368,217,220 243,108,533 125,108,687

本年度末純資産残高 15,103,065,645 19,515,160,920 -4,412,095,275

純資産変動計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 54,957,835

本年度歳計外現金増減額 -1,745,673

本年度末歳計外現金残高 53,212,162

本年度末現金預金残高 467,805,903

    その他の収入 -

財務活動収支 -309,477,432

本年度資金収支額 -161,825,148

前年度末資金残高 576,418,889

本年度末資金残高 414,593,741

  財務活動支出 309,477,432

    地方債償還支出 309,477,432

    その他の支出 -

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    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 -530,241,057

【財務活動収支】

    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 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 530,241,057

    公共施設等整備費支出 103,102,800

    基金積立金支出 427,138,257

    投資及び出資金支出 -

  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 677,893,341

  業務収入 7,164,904,036

    税収等収入 4,848,227,870

    国県等補助金収入 1,157,017,158

    使用料及び手数料収入 4,934,900

    その他の収入 1,154,724,108

    移転費用支出 214,898,027

      補助金等支出 214,898,027

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 -

    業務費用支出 6,272,112,668

      人件費支出 2,213,594,877

      物件費等支出 4,013,923,514

      支払利息支出 37,857,277

      その他の支出 6,737,000

資金収支計算書
自　令和3年4月1日
至　令和4年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,487,010,695


