
(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

【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

31,250,847,811 56,314,925
16,810,354,623 966,310,000
1,103,966,701 -

57,113,241,416 16,766,377,692
49,659,117,563 15,672,006,484

△ 15,761,542 41,993,075
- -
- -

29,422,426,005 71,746,283
△ 16,265,694,603 3,267,578,597

171,519,172 1,717,512,348

- 28,334,237
- 負債合計 20,033,956,289
-

- -
- 137,497,471
- 1,342,241,466

1,808,272,429
△ 431,790,103
46,515,139,520

24,037,455 61,296,612,763
18,108,837,877 △ 18,388,694,454

436,222,761

509,249,242
3,182,392,841

△ 2,882,960,966

△ 30,728,255,972
-
-

7,374,106,328
1,720,845,958

8,400,000

80,017,525
80,017,525

-

5,645,357,095
-

5,645,357,095
-

381,794,053
1,330,651,905

-
8,146,746

-

-
4,183,371,347
1,590,183,115

△ 243,471
5,828,633,182
1,629,347,459

16,172,179

△ 257,803 純資産合計 42,907,918,309

資産合計 62,941,874,598 負債及び純資産合計 62,941,874,598

2,593,188,232
-
-



(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

-

【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

14,049,473,079

6,602,070,348

2,658,515,509

2,051,642,501

137,497,471

5,069,237,370

469,375,537

3,764,896,135

2,092,104,117

259,084,288

1,413,707,730

-

178,658,704

51,050,201

118,527

127,489,976

7,447,402,731

-

1,102,818,301

1,199,907,254

75,439,806

834,425,189

171,990,655

662,434,534

13,215,047,890

246,847,794

229,614,094

17,233,700

-

-

42,543,237

-

42,543,237

13,419,352,447



(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 60,835,351,133 △ 17,883,814,851

純行政コスト（△） △ 13,419,352,447

財源 14,191,898,010

税収等 8,664,085,884

国県等補助金 5,527,812,126

本年度差額 772,545,563

固定資産等の変動（内部変動） 1,277,425,166 △ 1,277,425,166

有形固定資産等の増加 2,808,302,612 △ 2,808,302,612

有形固定資産等の減少 △ 1,413,707,730 1,413,707,730

貸付金・基金等の増加 425,187,946 △ 425,187,946

貸付金・基金等の減少 △ 542,357,662 542,357,662

資産評価差額 △ 822,820,156

無償所管換等 6,561,620

その他 95,000 -

本年度純資産変動額 461,261,630 △ 504,879,603

本年度末純資産残高 61,296,612,763 △ 18,388,694,454

772,545,563

【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

42,951,536,282

△ 13,419,352,447

14,191,898,010

8,664,085,884

5,527,812,126

△ 822,820,156

6,561,620

95,000

△ 43,617,973

42,907,918,309



（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

51,050,201

【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

12,661,063,520
5,206,734,789
2,659,772,507
2,368,422,105

229,614,094

127,489,976
7,454,328,731
5,069,237,370
1,102,818,301
1,199,907,254

82,365,806
11,268,026,465
8,629,529,288
1,858,217,014

172,358,066
607,922,097

1,402,366,900

229,614,094
-

2,781,407,612
1,158,756,463

3,177,124,581
2,808,302,612

368,821,969
-
-
-

2,263,900,000

888,187,500
483,256,000

-
-

30,923,400
△ 1,774,757,681

1,724,316,714
1,695,982,477

28,334,237
2,263,900,000

1,629,347,459

-
539,583,286

本年度資金収支額 △ 76,417,932
前年度末資金残高 363,523,925
本年度末資金残高 287,105,993

1,221,528,452
120,713,014

1,342,241,466


