
（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 地方債等
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等
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 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
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

繰延資産 - 純資産合計 23,084,004,650

資産合計 32,087,496,793 負債及び純資産合計 32,087,496,793

232,439,602
-

1,427,069
△ 302,639

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

△ 716,927
2,398,814,265

470,767,158
105,578,679

1,555,819,925
-

1,555,819,925
19,352,990

37,887,328
-
-

8,013,738
101,355,200

1,794,423,569
110,598,643
72,711,315

53,123,624
53,012,724

110,900

66,849,405
987,960,852

△ 755,742,372

△ 33,923,890,398
-
-

482,402,699
△ 265,742,331
53,467,781,694

2,307,472,928 31,510,026,526
20,000,362,747 △ 8,426,021,876

172,961,678 -

- 3,731,940
- 負債合計 9,003,492,143
-

- -
- 74,424,134
- 52,849,236

△ 1,094,000,030 25,814,783
- -
- -

11,400,207,145 77,704,775
△ 8,627,566,345 795,024,437

2,128,274,551 638,204,344

864,163,789 865,676,000
630,002,070 -

29,688,682,528 8,208,467,706
27,841,135,335 7,265,086,931

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

7,608,554,108 -



（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

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

-

15,822,147

6,386,482,262

168,255,650

153,098,026

-

-

15,157,624

15,822,147

-

6,234,048,759

178,960,159

21,600,659

269,445

157,090,055

2,983,673,689

2,499,944,037

478,949,409

4,780,243

659,101,439

490,798,852

168,302,587

-

6,893,150,198

3,909,476,509

1,249,073,256

1,063,584,117

55,097,031

18,194,000

112,198,108

2,481,443,094

999,186,988

90,332,467

1,391,923,639

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額



（単位：円）

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 30,612,129,838 △ 7,282,523,239 -

純行政コスト（△） △ 6,386,482,262

財源 6,157,696,829 -

税収等 3,815,184,758

国県等補助金 2,342,512,071

本年度差額 △ 228,785,433 -

固定資産等の変動（内部変動） 914,880,804 △ 914,880,804

有形固定資産等の増加 2,576,348,745 △ 2,576,348,745

有形固定資産等の減少 △ 1,391,923,639 1,391,923,639

貸付金・基金等の増加 192,618,905 △ 192,618,905

貸付金・基金等の減少 △ 462,163,207 462,163,207

資産評価差額 △ 191,260

無償所管換等 △ 1,476,442

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 15,316,414 167,600

本年度純資産変動額 897,896,688 △ 1,143,498,637 -

本年度末純資産残高 31,510,026,526 △ 8,426,021,876 -

△ 1,476,442

-

-

△ 15,148,814

△ 245,601,949

23,084,004,650

△ 191,260

23,329,606,599

△ 6,386,482,262

6,157,696,829

3,815,184,758

2,342,512,071

△ 228,785,433

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計



（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
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
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
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

55,426,946
△ 2,577,710

52,849,236
470,767,158

1,169,967,902
本年度資金収支額 54,122,263
前年度末資金残高 363,795,659
本年度末資金残高 417,917,922

-

451,383,892
-
-

28,953,800
△ 2,009,868,010

614,514,098
612,547,775

1,966,323
1,784,482,000
1,784,482,000

257,454,000

12,920,578
105,940,147
894,022,371

2,747,659,702
2,577,020,159

157,499,543
-

13,140,000
-

737,791,692

153,098,026

170,489,055
2,983,673,689
2,499,944,037

478,949,409
4,780,243

6,442,560,440
3,812,068,818
1,991,039,071

490,938,986
148,513,565
166,018,604

21,600,659

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

5,488,459,612
2,504,785,923
1,227,908,385
1,084,787,824


