
（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

28,596,830,318 85,407,303
9,674,626,325 2,356,503,000
2,201,617,208 -

56,559,628,979 31,922,317,040
52,105,245,218 27,528,385,583

△ 208,837,886 40,775,802
- -
- -

34,014,114,997 1,952,021,154
△ 18,662,608,179 3,225,460,226

656,951,873 2,765,631,170

- 1,317,776
- 負債合計 35,147,777,266
-

- -
- 262,396,686
- 155,338,792

1,432,825,607
△ 713,219,826
50,979,724,933

920,965,980 58,436,117,013
22,384,211,350 △ 31,171,776,503
799,552,845 -

220,832,062
3,935,865,652

△ 2,811,662,102

△ 30,335,504,271
-
-

4,427,516,383
690,123,444
2,505,000

26,867,378
14,296,448
12,570,930

3,286,660,535
-

3,286,660,535
-

547,618,444
140,000,000
△ 50,000,000
466,039,838
49,150,121

7,467,356
1,869,020,678
1,749,005,350

△ 14,457,555
5,852,488,797
3,124,305,558
737,628,115

- 純資産合計 27,264,340,510

資産合計 62,412,117,776 負債及び純資産合計 62,412,117,776

120,015,328
9,100,101

113,712,489
△ 8,745,500



（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

-

26,854,332,895

10,171,459,218

4,009,444,393

3,430,257,589

262,396,686

10,052,000

306,738,118

5,580,534,284

3,416,871,419

235,387,077

1,928,275,788

24,222,845,416

581,480,541

220,102,471

50,082,274

311,295,796

16,682,873,677

14,593,510,361

2,037,684,481

51,678,835

2,631,487,479

2,058,007,315

573,480,164

16,254,569

584,977

24,493,910,290

287,904,420

206,565,400

65,084,711

-

16,254,309

16,839,546

-



（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 57,417,890,947 △ 31,305,763,519 -

純行政コスト（△） △ 24,493,910,290

財源 25,227,086,100 -

税収等 12,844,240,870

国県等補助金 12,382,845,230

本年度差額 733,175,810 -

固定資産等の変動（内部変動） 716,717,794 △ 716,717,794

有形固定資産等の増加 2,704,837,167 △ 2,704,837,167

有形固定資産等の減少 △ 1,939,497,166 1,939,497,166

貸付金・基金等の増加 377,656,489 △ 377,656,489

貸付金・基金等の減少 △ 426,278,696 426,278,696

資産評価差額 -

無償所管換等 308,751,036

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 7,242,764 117,529,000

本年度純資産変動額 1,018,226,066 133,987,016 -

本年度末純資産残高 58,436,117,013 △ 31,171,776,503 -

【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

-

26,112,127,428

△ 24,493,910,290

25,227,086,100

12,844,240,870

12,382,845,230

733,175,810

308,751,036

-

-

110,286,236

1,152,213,082

27,264,340,510



（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

220,102,471

【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

24,661,383,869
7,959,626,813
3,998,620,213
3,439,464,014

206,565,400

301,440,115
16,701,757,056
14,593,510,361
2,037,684,481
70,562,214

22,743,840,651
12,803,195,472
7,706,881,589
1,885,413,424
348,350,166
209,014,569

697,274,000

2,449,169
4,036,509,618
1,909,951,831

2,982,128,957
2,737,883,215
244,245,742

-
-
-

1,021,250,323

-

240,170,673
8,635,026
16,241,624
58,929,000

△ 1,960,878,634

2,458,118,374
2,456,176,662
1,941,712

3,019,800,000
3,019,800,000

本年度資金収支額 510,754,823
前年度末資金残高 2,475,558,206
本年度末資金残高 2,986,313,029

162,084,992
△ 24,092,463
137,992,529
3,124,305,558

561,681,626


