
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 19,835,977,986   固定負債 4,732,550,511

    有形固定資産 16,633,881,449     地方債等 3,384,818,484

      事業用資産 16,608,744,253     長期未払金 -

        土地 8,640,855,938     退職手当引当金 1,347,732,027

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,003,004,298     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,068,108,587   流動負債 753,234,280

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

        工作物減価償却累計額 -2,005,192     未払金 210,148,727

        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 150,787,888

        航空機 -     預り金 63,926,405

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,485,784,791

        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 21,045,172,969

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -4,043,121,242

        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 82,211,048

      物品減価償却累計額 -57,073,852

    無形固定資産 26,869,474

      ソフトウェア 26,566,706

      その他 302,768

    投資その他の資産 3,175,227,063

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      長期延滞債権 2,404,307

      長期貸付金 -

      基金 3,173,393,538

        減債基金 -

        その他 3,173,393,538

      その他 -

      徴収不能引当金 -570,782

  流動資産 2,651,858,532

    現金預金 1,315,655,171

    未収金 123,188,526

    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 176,510

    その他 3,834,795

    徴収不能引当金 -191,453

  繰延資産 - 純資産合計 17,002,051,727

資産合計 22,487,836,518 負債及び純資産合計 22,487,836,518

連結貸借対照表
（令和4年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 -

    その他 245,857,780

純行政コスト 5,562,897,336

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 245,857,780

  臨時利益 245,857,780

  臨時損失 246,257,783

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 400,003

    使用料及び手数料 1,553,360

    その他 988,621,259

純経常行政コスト 5,562,497,333

      社会保障給付 -

      その他 26,978,962

  経常収益 990,174,619

        その他 23,000,104

    移転費用 220,564,989

      補助金等 193,586,027

      その他の業務費用 60,875,717

        支払利息 37,857,277

        徴収不能引当金繰入額 18,336

        維持補修費 39,020,261

        減価償却費 329,135,591

        その他 -

        その他 377,823,082

      物件費等 2,663,849,356

        物件費 2,295,693,504

        職員給与費 3,057,698,685

        賞与等引当金繰入額 150,787,888

        退職手当引当金繰入額 21,072,235

  経常費用 6,552,671,952

    業務費用 6,332,106,963

      人件費 3,607,381,890

連結行政コスト計算書
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：連結会計 （単位：円）

科目 合計 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 16,778,745,079 20,771,022,036 -3,992,276,957 -

  純行政コスト（△） -5,562,897,336 -5,562,897,336 -

  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 442,347,692 442,347,692 -

  固定資産等の変動（内部変動） 274,150,933 -274,150,933

    有形固定資産等の増加 113,831,680 -113,831,680

    有形固定資産等の減少 -326,152,814 326,152,814

    貸付金・基金等の増加 486,983,531 -486,983,531

    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 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -219,041,044 - -219,041,044

  本年度純資産変動額 223,306,648 274,150,933 -50,844,285 -

本年度末純資産残高 17,002,051,727 21,045,172,969 -4,043,121,242 -

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （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 1,315,655,171

財務活動収支 -316,356,403

本年度資金収支額 -65,639,224

前年度末資金残高 1,328,082,233

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,262,443,009

    地方債等償還支出 309,477,432

    その他の支出 26,613,167

  財務活動収入 19,734,196

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 19,734,196

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -547,952,717

【財務活動収支】

  財務活動支出 336,090,599

    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 -

  投資活動支出 547,952,717

    公共施設等整備費支出 120,814,460

    基金積立金支出 427,138,257

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 798,669,896

【投資活動収支】

    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 2,011,350

    その他の収入 939,030,010

  臨時支出 -

    移転費用支出 220,564,989

      補助金等支出 193,586,027

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 26,978,962

  業務収入 6,946,286,388

    業務費用支出 5,927,051,503

      人件費支出 3,551,350,400

      物件費等支出 2,314,843,722

      支払利息支出 37,857,277

      その他の支出 23,000,104

連結資金収支計算書
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 6,147,616,492


