
 

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,812,607,489 固定負債 1,561,866,615

有形固定資産 1,549,822,082 地方債 1,397,400,238

事業用資産 361,450,704 長期未払金 115,941

土地 189,325,252 退職手当引当金 161,335,102

立木竹 14,435,227 損失補償等引当金 15,567

建物 419,775,341 その他 2,999,768

建物減価償却累計額 △ 282,775,844 流動負債 128,709,965

工作物 88,121,056 1年内償還予定地方債 113,339,690

工作物減価償却累計額 △ 74,032,284 未払金 194,039

船舶 3,855,381 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 3,677,269 前受金 731,578

浮標等 82,359 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 12,463,003

航空機 1,678,320 預り金 1,981,655

航空機減価償却累計額 △ 1,678,320 その他 -

その他 - 1,690,576,580

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 6,341,484 固定資産等形成分 1,872,367,985

インフラ資産 1,175,875,209 余剰分（不足分） △ 1,665,963,646

土地 204,928,898

建物 12,071,943

建物減価償却累計額 △ 5,031,720

工作物 2,131,431,494

工作物減価償却累計額 △ 1,172,128,225

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 4,602,820

物品 18,633,375

物品減価償却累計額 △ 6,137,206

無形固定資産 4,204,669

ソフトウェア 4,190,789

その他 13,880

投資その他の資産 258,580,738

投資及び出資金 154,987,411

有価証券 2,263,720

出資金 152,723,691

その他 -

投資損失引当金 △ 128,569

長期延滞債権 11,215,053

長期貸付金 21,081,881

基金 71,542,031

減債基金 48,713,151

その他 22,828,880

その他 -

徴収不能引当金 △ 117,069

流動資産 84,373,430

現金預金 41,888,893

未収金 2,019,719

短期貸付金 2,534,997

基金 38,059,237

財政調整基金 38,059,237

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 129,417 206,404,338

1,896,980,919 1,896,980,919

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（令和４年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

 
 
 
 



 
 

（単位：千円）

経常費用 756,188,720
業務費用 435,670,226

人件費 207,913,212
職員給与費 176,368,251
賞与等引当金繰入額 12,463,003
退職手当引当金繰入額 12,433,581
その他 6,648,377

物件費等 147,452,730
物件費 48,777,896
維持補修費 15,764,856
減価償却費 46,735,068
その他 36,174,909

その他の業務費用 80,304,284
支払利息 6,147,425
徴収不能引当金繰入額 193,052
その他 73,963,807

移転費用 320,518,494
補助金等 297,180,847
社会保障給付 13,064,154
他会計への繰出金 9,311,172
その他 962,322

経常収益 25,500,084
使用料及び手数料 9,504,410
その他 15,995,674

純経常行政コスト △ 730,688,636
臨時損失 14,744,606

災害復旧事業費 3,612,510
資産除売却損 5,768,123
投資損失引当金繰入額 4,153
損失補償等引当金繰入額 5,001
その他 5,354,819

臨時利益 4,433,546
資産売却益 2,356,452
その他 2,077,095

純行政コスト △ 740,999,696

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

 
 
 
 
 
 
 

 



 

（単位：千円）

前年度末純資産残高 206,549,887 1,822,885,039 △ 1,616,335,152

純行政コスト（△） △ 740,999,696 △ 740,999,696

財源 738,572,142 738,572,142

税収等 559,053,964 559,053,964

国県等補助金 179,518,178 179,518,178

本年度差額 △ 2,427,554 △ 2,427,554

固定資産等の変動（内部変動） 47,200,941 △ 47,200,941

有形固定資産等の増加 34,833,504 △ 70,263,652

有形固定資産等の減少 △ 34,870,705 70,300,853

貸付金・基金等の増加 96,285,608 △ 96,285,608

貸付金・基金等の減少 △ 49,047,467 49,047,467

資産評価差額 2,794,347 2,794,347

無償所管換等 △ 512,342 △ 512,342

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 145,549 49,482,946 △ 49,628,495

本年度末純資産残高 206,404,338 1,872,367,985 △ 1,665,963,646

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

 
 
 
 



 

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 716,350,464

業務費用支出 395,529,644
人件費支出 214,700,751
物件費等支出 100,806,065
支払利息支出 6,147,425
その他の支出 73,875,404

移転費用支出 320,820,819
補助金等支出 297,483,172
社会保障給付支出 13,064,154
他会計への繰出支出 9,311,172
その他の支出 962,322

業務収入 724,893,937
税収等収入 561,247,155
国県等補助金収入 138,603,989
使用料及び手数料収入 9,504,644
その他の収入 15,538,149

臨時支出 3,721,107
災害復旧事業費支出 3,612,510
その他の支出 108,597

臨時収入 1,614,447
業務活動収支 6,436,813
【投資活動収支】

投資活動支出 109,080,208
公共施設等整備費支出 35,936,167
基金積立金支出 65,668,263
投資及び出資金支出 583,193
貸付金支出 6,892,585
その他の支出 -

投資活動収入 68,121,138
国県等補助金収入 39,466,324
基金取崩収入 17,713,998
貸付金元金回収収入 8,180,588
資産売却収入 2,760,228
その他の収入 -

投資活動収支 △ 40,959,070
【財務活動収支】

財務活動支出 137,437,019
地方債償還支出 137,143,648
その他の支出 293,371

財務活動収入 169,094,400
地方債発行収入 169,094,400
その他の収入 -

財務活動収支 31,657,381
△ 2,864,876

42,772,114

39,907,238

前年度末歳計外現金残高 1,932,867
本年度歳計外現金増減額 48,789
本年度末歳計外現金残高 1,981,655

本年度末現金預金残高 41,888,893

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額

 


