
一般会計等 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 1,407,354,689                  

　　業務費用 1,397,565,608                  

　　　人件費 1,055,932,440                  

　　　　職員給与費 908,522,609                    

　　　　賞与等引当金繰入額 68,582,350                      

　　　　退職手当引当金繰入額 77,109,745                      

　　　　その他 1,717,736                        

　　　物件費等 339,696,578                    

　　　　物件費 116,742,298                    

　　　　維持補修費 52,558,925                      

　　　　減価償却費 170,395,355                    

　　　　その他 -                                   

　　　その他の業務費用 1,936,590                        

　　　　支払利息 932,471                          

　　　　徴収不能引当金繰入額 -                                   

　　　　その他 1,004,119                        

　　移転費用 9,789,081                        

　　　補助金等 8,901,481                        

　　　社会保障給付 -                                   

　　　他会計への繰出金 -                                   

　　　その他 887,600                          

　経常収益 15,493,442                      

　　使用料及び手数料 1,782,800                        

　　その他 13,710,642                      

純経常行政コスト 1,391,861,247                  

　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 3,047,996                        

　　資産売却益 3,047,996                        

　　その他 -                                   

純行政コスト 1,388,813,251                  

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



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 936,554,039          　固定負債 997,467,287          
　　有形固定資産 756,737,792          　　地方債 234,856,699          
　　　事業用資産 272,297,172          　　長期未払金 -                        
　　　　土地 83,682,865           　　退職手当引当金 755,667,788          
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 768,439,683          　　その他 6,942,800             
　　　　建物減価償却累計額 -628,005,274        　流動負債 226,439,784          
　　　　工作物 159,526,299          　　1年内償還予定地方債 154,946,506          
　　　　工作物減価償却累計額 -111,346,401        　　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 68,582,350           
　　　　航空機 -                        　　預り金 100,000               
　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 2,810,928             
　　　　その他 -                        負債合計 1,223,907,071       
　　　　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 936,554,039          
　　　インフラ資産 238,455,783          　余剰分（不足分） -1,185,117,041      

　　　　土地 -                        
　　　　建物 36,207,483           
　　　　建物減価償却累計額 -8,859,361           
　　　　工作物 867,404,743          
　　　　工作物減価償却累計額 -656,297,082        
　　　　その他 -                        

　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 -                        
　　　物品 1,007,506,780       
　　　物品減価償却累計額 -761,521,943        
　　無形固定資産 -                        
　　　ソフトウェア -                        
　　　その他 -                        
　　投資その他の資産 179,816,247          
　　　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 179,816,247          
　　　　減債基金 -                        

　　　　その他 179,816,247          
　　　その他 -                        

　　　徴収不能引当金 -                        
　流動資産 38,790,030           

　　現金預金 38,790,030           
　　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 -                        純資産合計 -248,563,002        

資産合計 975,344,069          負債及び純資産合計 975,344,069          

貸借対照表
令和4年3月31日現在



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

一般会計等 （単位：円）

科目 合計 余剰分

（不足分）

前年度末純資産残高 -145,675,751            989,693,255             -1,135,369,006         

　純行政コスト（△） -1,388,813,251         -1,388,813,251         

　財源 1,285,926,000           1,285,926,000           

　　税収等 1,285,926,000           1,285,926,000           

　　国県等補助金 -                            -                            

　本年度差額 -102,887,251            -102,887,251            

　固定資産等の変動（内部変動） -53,139,216             53,139,216               

　　有形固定資産等の増加 136,875,200             -136,875,200            

　　有形固定資産等の減少 -170,395,359            170,395,359             

　　貸付金・基金等の増加 25,030,943               -25,030,943             

　　貸付金・基金等の減少 -44,650,000             44,650,000               

　資産評価差額 -                            -                            

　無償所管換等 -                            -                            

　その他 -                            -                            -                            

　本年度純資産変動額 -102,887,251            -53,139,216             -49,748,035             

本年度末純資産残高 -248,563,002            936,554,039             -1,185,117,041         

固定資産
等形成分



一般会計等 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 1,165,194,638            
　　業務費用支出 1,155,405,557            
　　　人件費支出 984,167,744              
　　　物件費等支出 169,301,223              
　　　支払利息支出 932,471                    
　　　その他の支出 1,004,119                  
　　移転費用支出 9,789,081                  
　　　補助金等支出 8,901,481                  
　　　社会保障給付支出 -                             
　　　他会計への繰出支出 -                             
　　　その他の支出 887,600                    
　業務収入 1,301,419,442            
　　税収等収入 1,285,926,000            
　　国県等補助金収入 -                             
　　使用料及び手数料収入 1,782,800                  
　　その他の収入 13,710,642                
　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 136,224,804              
【投資活動収支】
　投資活動支出 156,480,943              
　　公共施設等整備費支出 131,450,000              
　　基金積立金支出 25,030,943                
　　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 47,698,000                
　　国県等補助金収入 -                             
　　基金取崩収入 44,650,000                
　　貸付金元金回収収入 -                             
　　資産売却収入 3,048,000                  
　　その他の収入 -                             
投資活動収支 -108,782,943             
【財務活動収支】
　財務活動支出 136,522,292              
　　地方債償還支出 134,434,724              
　　その他の支出 2,087,568                  
　財務活動収入 121,100,000              
　　地方債発行収入 121,100,000              
　　その他の収入 -                             
財務活動収支 -15,422,292              
本年度資金収支額 12,019,569                
前年度末資金残高 26,670,461                

本年度末資金残高 38,690,030                

前年度末歳計外現金残高 100,000                    
本年度歳計外現金増減額 -                             
本年度末歳計外現金残高 100,000                    

本年度末現金預金残高 38,790,030                

科目 金額

資金収支計算書

至  令和4年3月31日
自  令和3年4月1日



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 937,300,323          　固定負債 997,467,287          
　　有形固定資産 756,737,792          　　地方債 234,856,699          
　　　事業用資産 272,297,172          　　長期未払金 -                        
　　　　土地 83,682,865           　　退職手当引当金 755,667,788          
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 768,439,683          　　その他 6,942,800             
　　　　建物減価償却累計額 -628,005,274        　流動負債 226,439,798          
　　　　工作物 159,526,299          　　1年内償還予定地方債 154,946,506          
　　　　工作物減価償却累計額 -111,346,401        　　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 68,582,364           
　　　　航空機 -                        　　預り金 100,000               
　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 2,810,928             
　　　　その他 -                        負債合計 1,223,907,085       
　　　　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 937,300,888          
　　　インフラ資産 238,455,783          　余剰分（不足分） -1,184,934,462      
　　　　土地 -                        　他団体出資等分 -                        
　　　　建物 36,207,483           
　　　　建物減価償却累計額 -8,859,361           
　　　　工作物 867,404,743          
　　　　工作物減価償却累計額 -656,297,082        
　　　　その他 -                        

　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 -                        
　　　物品 1,007,506,780       
　　　物品減価償却累計額 -761,521,943        

　　無形固定資産 -                        
　　　ソフトウェア -                        
　　　その他 -                        
　　投資その他の資産 180,562,531          
　　　投資及び出資金 -                        
　　　　有価証券 -                        
　　　　出資金 -                        
　　　　その他 -                        
　　　長期延滞債権 -                        
　　　長期貸付金 715                     
　　　基金 180,561,816          

　　　　減債基金 -                        
　　　　その他 180,561,816          
　　　その他 -                        
　　　徴収不能引当金 -                        
　流動資産 38,973,188           
　　現金預金 38,972,623           
　　未収金 -                        
　　短期貸付金 491                     
　　基金 74                       
　　　財政調整基金 74                       
　　　減債基金 -                        
　　棚卸資産 -                        
　　その他 -                        
　　徴収不能引当金 -                        純資産合計
   繰延資産 -                        純資産合計 -247,633,574        

資産合計 976,273,511          負債及び純資産合計 976,273,511          

連結貸借対照表
令和4年3月31日現在



連結会計 （単位：円）

科目 金額

　経常費用 1,407,187,105                

　　業務費用 1,397,632,662                

　　　人件費 1,055,994,169                

　　　　職員給与費 908,522,756                   

　　　　賞与等引当金繰入額 68,582,364                    

　　　　退職手当引当金繰入額 77,109,745                    

　　　　その他 1,779,304                      

　　　物件費等 339,701,903                   

　　　　物件費 116,747,623                   

　　　　維持補修費 52,558,925                    

　　　　減価償却費 170,395,355                   

　　　　その他 -                                 

　　　その他の業務費用 1,936,590                      

　　　　支払利息 932,471                        

　　　　徴収不能引当金繰入額 -                                 

　　　　その他 1,004,119                      

　　移転費用 9,554,443                      

　　　補助金等 8,601,312                      

　　　社会保障給付 -                                 

　　　その他 953,131                        

　経常収益 15,496,015                    

　　使用料及び手数料 1,782,800                      

　　その他 13,713,215                    

純経常行政コスト 1,391,691,090                

　臨時損失 -                                 

　　災害復旧事業費 -                                 

　　資産除売却損 -                                 

　　損失補償等引当金繰入額 -                                 

　　その他 -                                 

　臨時利益 3,047,996                      

　　資産売却益 3,047,996                      

　　その他 -                                 

純行政コスト 1,388,643,094                

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



連結会計 （単位：円） （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分

等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 -144,691,914            990,516,520              -1,135,208,434          -                            

　純行政コスト（△） -1,388,643,094          -1,388,643,094          -                            

　財源 1,285,728,264           1,285,728,264           -                            

　　税収等 1,285,728,264           1,285,728,264           -                            

　　国県等補助金 -                            -                            -                            

　本年度差額 -102,914,830            -102,914,830            -                            

　固定資産等の変動（内部変動） -53,188,098              53,188,098               

　　有形固定資産等の増加 136,875,200              -136,875,200            

　　有形固定資産等の減少 -170,395,359            170,395,359              

　　貸付金・基金等の増加 25,031,913               -25,031,913              

　　貸付金・基金等の減少 -44,699,852              44,699,852               

　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 -26,830                   -27,534                   704                         -                            

　その他 -                            -                            -                            -                            

　本年度純資産変動額 -102,941,660            -53,215,632              -49,726,028              -                            

本年度末純資産残高 -247,633,574            937,300,888              -1,184,934,462          -                            

他団体出資等分

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



連結会計 （単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 1,165,027,055            
　　業務費用支出 1,155,472,612            
　　　人件費支出 984,229,474              
　　　物件費等支出 169,306,548              
　　　支払利息支出 932,471                    
　　　その他の支出 1,004,119                  
　　移転費用支出 9,554,443                  
　　　補助金等支出 8,601,312                  
　　　社会保障給付支出 -                             
　　　その他の支出 953,131                    
　業務収入 1,301,223,997            
　　税収等収入 1,285,728,089            
　　国県等補助金収入 -                             
　　使用料及び手数料収入 1,782,800                  
　　その他の収入 13,713,108                
　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 136,196,942              
【投資活動収支】
　投資活動支出 156,481,806              
　　公共施設等整備費支出 131,450,000              
　　基金積立金支出 25,031,722                
　　投資及び出資金支出 -                             
　　貸付金支出 84                           
　　その他の支出 -                             
　投資活動収入 47,748,027                
　　国県等補助金収入 -                             
　　基金取崩収入 44,699,248                
　　貸付金元金回収収入 604                          
　　資産売却収入 3,048,000                  
　　その他の収入 175                          
投資活動収支 -108,733,779             
【財務活動収支】
　財務活動支出 136,522,292              
　　地方債償還支出 134,434,724              
　　その他の支出 2,087,568                  
　財務活動収入 121,100,000              
　　地方債発行収入 121,100,000              
　　その他の収入 -                             
財務活動収支 -15,422,292              
本年度資金収支額 12,040,871                
前年度末資金残高 26,831,048                
比例連結割合変更に伴う差額 704                          

本年度末資金残高 38,872,623                

前年度末歳計外現金残高 100,000                    
本年度歳計外現金増減額 -                             
本年度末歳計外現金残高 100,000                    

本年度末現金預金残高 38,972,623                

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




