
(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

29,575,386,021 -
14,495,109,602 -

356,490,000 -

61,292,814,081 14,915,096,823
56,726,528,764 14,690,521,703

△ 222,861,293 -
- -
- -

24,277,753,178 224,575,120
△ 11,015,087,132 1,813,711,667

1,067,501,146 1,447,326,372

- 61,964,820
- 負債合計 16,728,808,490
-

- -
- 123,167,436
- 181,253,039

395,181,552
△ 174,480,588
40,724,819,367

616,480,520 63,569,099,649
26,684,488,606 △ 15,722,200,997
4,865,782,448

79,726,119
1,119,518,107

△ 652,863,970

△ 19,206,540,292
-
-

4,545,259,035
784,581,510
16,575,000

21,026,282
21,026,282

-

3,582,116,809
-

3,582,116,809
-

37,098,000
730,908,510

-
181,627,996

5,086,147

1,612,511
2,274,673,057
1,885,854,175

△ 8,153,427
3,282,893,061

884,601,091
125,010,044

△ 3,003,642 純資産合計 47,846,898,652

資産合計 64,575,707,142 負債及び純資産合計 64,575,707,142

388,818,882
-
-



(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

18,211,004,037

7,823,257,180

2,242,194,357

1,683,680,204

123,167,436

6,713,742,354

435,346,717

5,392,576,562

3,837,700,430

19,617,629

1,535,258,503

-

188,486,261

98,671,155

9,063,623

80,751,483

10,387,746,857

-

2,944,671,025

701,114,405

28,219,073

328,373,772

162,179,262

166,194,510

17,882,630,265

18,984,994

11,155,072

-

-

7,829,922

82,912

82,912

-

17,901,532,347



(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 62,897,563,352 △ 15,423,510,024

純行政コスト（△） △ 17,901,532,347

財源 18,175,505,220

税収等 9,282,240,870

国県等補助金 8,893,264,350

本年度差額 273,972,873

固定資産等の変動（内部変動） 573,243,746 △ 573,243,746

有形固定資産等の増加 2,128,404,661 △ 2,128,404,661

有形固定資産等の減少 △ 1,539,684,151 1,539,684,151

貸付金・基金等の増加 973,970,112 △ 973,970,112

貸付金・基金等の減少 △ 989,446,876 989,446,876

資産評価差額 -

無償所管換等 98,872,451

その他 △ 579,900 579,900

本年度純資産変動額 671,536,297 △ 298,690,973

本年度末純資産残高 63,569,099,649 △ 15,722,200,997

273,972,873

【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

47,474,053,328

△ 17,901,532,347

18,175,505,220

9,282,240,870

8,893,264,350

-

98,872,451

-

372,845,324

47,846,898,652



（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

98,671,155

【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

16,669,853,818
6,282,106,961
2,245,366,264
3,857,318,059

11,155,072

80,751,483
10,387,746,857
6,713,742,354
2,944,671,025

701,114,405
28,219,073

12,911,739,091
9,209,031,668
3,486,447,000

162,179,262
54,081,161

1,291,565,626

11,155,072
-

5,045,701,350
1,276,431,551

2,638,207,560
1,845,424,821

683,121,229
109,437,510

224,000
-

1,288,300,000

361,116,000
924,997,024

944,042
4,508,560

-
△ 1,346,641,934

1,293,017,396
1,289,158,308

3,859,088
1,288,300,000

884,601,091

-
△ 4,717,396

本年度資金収支額 △ 74,927,779
前年度末資金残高 778,275,831
本年度末資金残高 703,348,052

166,916,629
14,336,410

181,253,039


