
(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

25,037,785,648 85,407,303
9,463,883,845 2,184,654,000
2,201,617,208 -

45,910,661,155 22,587,264,199
41,161,076,023 20,317,202,896

△ 18,338,468 19,553,740
- -
- -

29,837,951,968 -
△ 17,691,886,246 2,169,448,178

323,591,361 1,845,903,823

- 506,456
- 負債合計 24,756,712,377
-

- -
- 165,491,630
- 137,992,529

221,284,046
△ 171,726,924
41,875,497,312

920,965,980 47,585,715,182
15,985,969,216 △ 23,169,639,763
659,745,246

83,915,174
902,734,259

△ 765,413,100

△ 26,682,745,638
-
-

4,735,318,934
1,386,123,444
2,505,000

14,266,198
14,266,198

-

3,016,460,473
-

3,016,460,473
-

547,618,444
836,000,000

△ 746,000,000
265,607,595
820,336,788

7,467,356
1,667,586,671
1,547,571,343

△ 7,209,366
3,262,126,641
1,475,119,354
116,226,806

△ 4,273,546 純資産合計 24,416,075,419

資産合計 49,172,787,796 負債及び純資産合計 49,172,787,796

120,015,328
-
-



(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

18,257,327,496

6,593,569,756

2,531,567,589

2,092,604,835

165,491,630

7,804,990,315

273,471,124

3,831,794,780

2,139,649,854

192,437,144

1,499,707,782

-

230,207,387

114,561,293

25,310,151

90,335,943

11,663,757,740

-

2,037,124,481

1,777,281,909

44,361,035

617,070,713

174,832,859

442,237,854

17,640,256,783

279,770,495

206,565,400

65,084,711

-

8,120,384

16,254,569

16,254,569

-

17,903,772,709



(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 47,075,445,348 △ 23,019,534,799

純行政コスト（△） △ 17,903,772,709

財源 18,002,173,761

税収等 10,681,572,160

国県等補助金 7,320,601,601

本年度差額 98,401,052

固定資産等の変動（内部変動） 208,761,562 △ 208,761,562

有形固定資産等の増加 1,918,961,090 △ 1,918,961,090

有形固定資産等の減少 △ 1,510,929,160 1,510,929,160

貸付金・基金等の増加 169,573,261 △ 169,573,261

貸付金・基金等の減少 △ 368,843,629 368,843,629

資産評価差額 -

無償所管換等 308,751,036

その他 △ 7,242,764 △ 39,744,454

本年度純資産変動額 510,269,834 △ 150,104,964

本年度末純資産残高 47,585,715,182 △ 23,169,639,763

98,401,052

【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

24,055,910,549

△ 17,903,772,709

18,002,173,761

10,681,572,160

7,320,601,601

-

308,751,036

△ 46,987,218

360,164,870

24,416,075,419



（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

114,561,293

【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

16,808,379,635
5,125,738,516
2,534,903,894
2,385,937,386

206,565,400

90,335,943
11,682,641,119
7,804,990,315
2,037,124,481
1,777,281,909
63,244,414

13,794,939,320
10,625,848,332
2,803,469,260
172,239,709
193,382,019

933,872,662

206,565,400
-

3,877,093,341
657,087,626

2,023,194,429
1,918,961,090
104,233,339

-
-
-

2,275,800,000

640,039,000
240,170,673
37,421,365
16,241,624

-
△ 1,089,321,767

1,634,268,233
1,633,340,716

927,517
2,275,800,000

1,475,119,354

-
641,531,767

本年度資金収支額 209,297,626
前年度末資金残高 1,127,829,199
本年度末資金残高 1,337,126,825

162,084,992
△ 24,092,463
137,992,529


