
（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

29,838,318,714 -
14,758,042,295 -

356,490,000 -

84,792,990,649 33,705,438,271
79,308,083,040 21,828,244,069

△ 222,861,293 125,765,055
- -
- -

24,277,753,178 11,877,194,202
△ 11,015,087,132 2,570,371,973

1,067,501,146 2,053,997,578

- 65,406,114
- 負債合計 36,275,810,244
-

- -
- 126,527,547
- 198,675,679

540,774,613
△ 245,031,354
65,864,680,313

616,480,520 87,069,276,217
48,683,523,290 △ 34,444,568,841
6,557,755,659 -

255,059,382
1,926,029,288

△ 1,139,788,252

△ 24,289,715,323
-
-

4,776,757,638
62,473,000
16,575,000

708,149,971
21,026,282

687,123,689

4,311,901,880
-

4,311,901,880
-

37,098,000
8,800,000

-
413,298,092

5,086,147

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

△ 16,001,481
4,107,526,971
1,537,324,512

298,823,842

- 純資産合計 52,624,707,376

資産合計 88,900,517,620 負債及び純資産合計 88,900,517,620

388,818,882
178,260
532,224

△ 5,617,435



（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

500

25,071,159,453

9,319,407,310

2,311,369,814

1,717,367,582

125,022,150

-

468,980,082

6,311,510,079

4,067,376,969

26,692,629

2,217,439,981

23,761,510,267

696,527,417

225,918,910

19,928,464

450,680,043

15,751,752,143

12,775,067,636

2,948,465,434

28,219,073

1,309,649,186

957,398,280

352,250,906

82,912

6,326,364

23,778,789,441

23,688,450

11,155,072

-

-

12,533,378

6,409,276

-



（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 86,132,591,735 △ 33,877,745,642 -

純行政コスト（△） △ 23,778,789,441

財源 23,965,998,404 -

税収等 11,404,685,670

国県等補助金 12,561,312,734

本年度差額 187,208,963 -

固定資産等の変動（内部変動） 947,828,641 △ 947,828,641

有形固定資産等の増加 3,095,447,698 △ 3,095,447,698

有形固定資産等の減少 △ 2,221,865,629 2,221,865,629

貸付金・基金等の増加 1,198,764,489 △ 1,198,764,489

貸付金・基金等の減少 △ 1,124,517,917 1,124,517,917

資産評価差額 -

無償所管換等 182,536,693

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 193,680,852 193,796,479

本年度純資産変動額 936,684,482 △ 566,823,199 -

本年度末純資産残高 87,069,276,217 △ 34,444,568,841 -

【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

-

52,254,846,093

△ 23,778,789,441

23,965,998,404

11,404,685,670

12,561,312,734

187,208,963

182,536,693

-

-

115,627

369,861,283

52,624,707,376



（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

225,918,910

【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

22,846,379,942
7,094,627,799
2,314,506,285
4,103,522,561

11,155,072

450,680,043
15,751,752,143
12,775,067,636
2,948,465,434

28,219,073
16,800,507,150
11,286,081,234
4,358,590,222

927,746,289
228,089,405
11,238,954

448,066,000

83,882
7,613,107,400
1,555,995,654

3,504,346,836
2,657,866,649

846,256,187
-

224,000
-

1,508,563,716

-

992,997,024
944,042

4,508,560
62,048,090

△ 1,995,783,120

1,872,567,344
1,865,457,596

7,109,748
2,187,700,000
2,187,700,000

本年度資金収支額 △ 124,654,810
前年度末資金残高 1,480,726,283
本年度末資金残高 1,356,071,473

166,916,629
14,336,410

181,253,039
1,537,324,512

315,132,656


