
(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
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
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
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 △ 116,479 純資産合計 22,043,669,482

資産合計 30,265,981,015 負債及び純資産合計 30,265,981,015

232,439,602
-
-

3,900,000
1,817,443,998
1,585,004,396

△ 270,503
1,979,885,452

156,829,896
1,828,037

1,333,531,373
-

1,333,531,373
-

37,887,328
546,735,514

-
4,371,155

101,355,200

2,096,321,382
657,334,157
72,711,315

47,068,324
47,068,324

-

66,849,405
690,086,209

△ 563,006,969

△ 33,374,778,877
-
-

105,053,082
△ 41,426,796

52,114,298,924

2,307,472,928 30,107,439,561
19,016,213,478 △ 8,063,770,079

146,217,740

- -
- 負債合計 8,222,311,533
-

- -
- 50,554,031
- 52,849,236

△ 1,094,000,030 -
- -
- -

10,066,116,113 -
△ 7,890,487,058 687,656,106

2,128,274,551 584,252,839

852,034,565 828,649,000
630,002,070 -

28,286,095,563 7,534,655,427
26,142,705,857 6,706,006,427

【様式第１号】

一般会計等 貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

6,999,413,139 -



(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

他会計への繰出金

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

2,207,346

3,901,000

-

3,901,000

5,262,252,671

-

478,949,409

432,600,730

2,061,643

150,256,655

36,335,635

113,921,020

5,110,848,299

155,305,372

153,098,026

-

-

1,221,761,995

102,383,911

2,246,971,017

848,513,443

82,343,386

1,316,114,188

-

46,004,024

13,173,756

63,512

32,766,756

2,135,373,777

17,709,000

【様式第２号】

一般会計等　行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額

5,261,104,954

3,125,731,177

832,756,136

662,109,194

50,554,031



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 29,174,243,556 △ 6,848,166,467

純行政コスト（△） △ 5,262,252,671

財源 4,983,430,666

税収等 3,395,118,259

国県等補助金 1,588,312,407

本年度差額 △ 278,822,005

固定資産等の変動（内部変動） 936,781,607 △ 936,781,607

有形固定資産等の増加 2,511,906,770 △ 2,511,906,770

有形固定資産等の減少 △ 1,316,114,188 1,316,114,188

貸付金・基金等の増加 190,482,925 △ 190,482,925

貸付金・基金等の減少 △ 449,493,900 449,493,900

資産評価差額 △ 191,260

無償所管換等 △ 966,442

その他 △ 2,427,900 -

本年度純資産変動額 933,196,005 △ 1,215,603,612

本年度末純資産残高 30,107,439,561 △ 8,063,770,079

△ 966,442

△ 2,427,900

△ 282,407,607

22,043,669,482

△ 191,260

△ 278,822,005

【様式第３号】

一般会計等　純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計

22,326,077,089

△ 5,262,252,671

4,983,430,666

3,395,118,259

1,588,312,407



（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
他会計への繰出支出
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
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
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 156,829,896

-
1,217,976,158

本年度資金収支額 21,312,955
前年度末資金残高 82,667,705
本年度末資金残高 103,980,660

55,426,946
△ 2,577,710

52,849,236

1,777,682,000

255,229,000
441,448,892

-
-
-

△ 1,985,695,421

559,705,842
559,705,842

-
1,777,682,000

696,677,892

153,098,026
-

94,019,000
789,032,218

2,682,373,313
2,511,906,770

157,326,543
-

13,140,000
-

153,098,026

46,165,756
2,135,373,777
1,221,761,995

478,949,409
432,600,730

2,061,643
4,788,321,302
3,395,585,784
1,239,064,407

36,335,635
117,335,476

13,173,756

【様式第４号】

一般会計等　資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

3,940,210,058
1,804,836,281

814,639,940
930,856,829


