
(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 △ 4,550,340 純資産合計 32,685,242,993

資産合計 50,671,304,089 負債及び純資産合計 50,671,304,089

948,365,561

-

-

-

5,545,080,622

4,596,715,061

△ 4,882,814

6,085,743,228

507,762,267

37,450,679

6,399,195,095

-

6,399,195,095

-

248,323,422

169,145,756

-

297,576,161

-

7,115,402,710

423,514,268

6,045,090

128,096,506

128,096,506

-

149,889,879

1,987,242,048

△ 1,301,888,724

△ 15,606,661,476

-

-

174,482,831

△ 116,426,383

26,790,687,716

360,601,560 50,130,641,483

12,206,084,899 △ 17,445,398,490

814,112,332

- 2,944,359

- 負債合計 17,986,061,096

-

- -

- 200,626,925

- 158,411,703

△ 483,398,206 60,532,000

- -

- -

23,811,945,957 15,052,000

△ 13,396,749,898 2,457,121,581

2,047,553,524 2,034,606,594

10,966,165,083 2,842,301,000

1,144,505,402 -

44,585,560,861 15,528,939,515

37,342,061,645 12,596,620,515

【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

24,450,623,422 74,966,000



(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

-

3,318,175

115,180

3,202,995

16,402,765,650

-

1,917,952,882

1,624,912,797

1,750,495

561,950,603

253,687,660

308,262,943

15,605,641,094

800,442,731

797,095,562

3,347,169

-

4,642,625,070

345,699,475

4,324,817,477

2,758,179,655

249,469,901

1,317,167,921

-

116,654,128

48,468,363

3,844,451

64,341,314

8,187,241,244

-

【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

16,167,591,697

7,980,350,453

3,538,878,848

2,992,552,448

200,626,925



(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 49,631,406,645 △ 18,110,997,179

純行政コスト（△） △ 16,402,765,650

財源 17,546,238,349

税収等 10,771,700,807

国県等補助金 6,774,537,542

本年度差額 1,143,472,699

固定資産等の変動（内部変動） 477,875,010 △ 477,875,010

有形固定資産等の増加 1,713,093,674 △ 1,713,093,674

有形固定資産等の減少 △ 1,350,997,321 1,350,997,321

貸付金・基金等の増加 351,048,326 △ 351,048,326

貸付金・基金等の減少 △ 235,269,669 235,269,669

資産評価差額 -

無償所管換等 23,558,159

その他 △ 2,198,331 1,000

本年度純資産変動額 499,234,838 665,598,689

本年度末純資産残高 50,130,641,483 △ 17,445,398,490

23,558,159

△ 2,197,331

1,164,833,527

32,685,242,993

-

1,143,472,699

【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

31,520,409,466

△ 16,402,765,650

17,546,238,349

10,771,700,807

6,774,537,542



（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 507,762,267

-

△ 595,379,663
本年度資金収支額 △ 49,916,190
前年度末資金残高 399,266,754

本年度末資金残高 349,350,564

150,449,732

7,961,971

158,411,703

1,604,257,000

650,303,434

186,806,000

601,894

115,180

98,021,964

△ 1,039,768,348

2,199,636,663

2,197,092,663

2,544,000

1,604,257,000

935,848,472

797,095,562

-

3,129,358,662

1,585,231,821

1,975,616,820

1,662,471,443

185,377,047

127,768,330

-

-

797,095,562

64,006,768

8,258,337,244

4,642,625,070

1,917,952,882

1,624,912,797

72,846,495

14,175,643,710

10,664,316,621

2,994,875,446

254,843,350

261,608,293

48,468,363

【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

14,922,674,989

6,664,337,745

3,544,213,058

3,007,649,556


