
（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

【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

33,811,054,528 56,314,925
17,120,243,748 1,391,356,383
1,103,966,701 -

65,122,781,205 24,361,011,052
58,862,572,258 20,689,097,315

△ 16,502,510 152,020,144
- -
- -

32,998,646,553 2,224,242,429
△ 17,599,485,627 3,880,937,328

180,148,208 2,095,863,986

- 29,921,651
- 負債合計 28,241,948,380
-

- -
- 256,687,381
- 1,346,444,166

2,882,052,730
△ 962,279,158
56,312,099,036

24,037,455 69,632,403,391
24,130,834,731 △ 25,161,120,226

577,067,322 -

770,788,199
7,386,962,114

△ 6,466,279,115

△ 35,448,893,398
-
-

6,146,485,700
390,199,053

8,400,000

113,723,247
107,048,679

6,674,568

5,673,390,568
-

5,673,390,568
66,539,696

381,799,053
-
-

17,368,927
-

-
4,509,622,186
1,916,433,954

△ 1,012,544
7,590,450,340
2,449,193,262

594,577,013

- 純資産合計 44,471,283,165

資産合計 72,713,231,545 負債及び純資産合計 72,713,231,545

2,593,188,232
32,984,029
4,800,000

△ 726,150



（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

【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

-

22,265,901,912

10,090,659,525

3,928,256,870

3,035,498,644

215,689,882

249,000

676,819,344

5,107,784,431

2,996,638,728

298,798,449

1,812,347,254

18,926,871,154

1,054,618,224

136,195,658

158,154

918,264,412

12,175,242,387

10,992,500,239

1,107,028,772

75,713,376

3,339,030,758

1,285,999,840

2,053,030,918

-

42,543,237

19,174,809,665

290,481,748

229,614,094

17,233,700

-

43,633,954

42,543,237

-



（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 69,255,839,734 △ 24,702,188,633 -

純行政コスト（△） △ 19,174,809,665

財源 19,904,440,278 -

税収等 10,824,936,748

国県等補助金 9,079,503,530

本年度差額 729,630,613 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,192,166,778 △ 1,192,166,778

有形固定資産等の増加 3,144,861,321 △ 3,144,861,321

有形固定資産等の減少 △ 1,812,347,254 1,812,347,254

貸付金・基金等の増加 446,961,423 △ 446,961,423

貸付金・基金等の減少 △ 587,308,712 587,308,712

資産評価差額 △ 822,820,156

無償所管換等 7,122,035

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 95,000 3,604,572

本年度純資産変動額 376,563,657 △ 458,931,593 -

本年度末純資産残高 69,632,403,391 △ 25,161,120,226 -

【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

△ 822,820,156

44,553,651,101

△ 19,174,809,665

19,904,440,278

10,824,936,748

9,079,503,530

729,630,613

7,122,035

-

-

3,699,572

△ 82,367,936

44,471,283,165



（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

136,195,658

【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

22,472,444,836
10,280,761,275
5,255,267,319
3,555,520,935

229,614,094

1,333,777,363
12,191,683,561
11,002,015,413
1,107,028,772

82,639,376
21,305,897,724
10,820,323,767
5,293,173,918
2,479,060,551
2,713,339,488

314,084,094

1,015,603,574

84,470,000
2,821,307,612
1,340,676,406

3,602,408,831
3,219,325,658

383,083,173
-
-
-

1,646,432,961

-

512,256,000
-
-

118,573,387
△ 1,955,975,870

2,092,135,732
2,063,801,495

28,334,237
2,527,000,000
2,527,000,000

本年度資金収支額 △ 180,435,196
前年度末資金残高 1,287,386,992
本年度末資金残高 1,106,951,796

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

1,342,241,466
2,449,193,262

434,864,268


