
（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 - 純資産合計 43,129,826,935

資産合計 65,777,824,070 負債及び純資産合計 65,777,824,070

948,365,561

651,460

-

△ 8,755,155

-

5,564,751,998

4,616,386,437

△ 8,529,026

6,651,924,321

997,621,225

97,654,793

6,578,901,830

-

6,578,901,830

-

248,323,422

540

-

322,004,501

-

7,146,746,357

254,369,052

6,045,090

136,819,164

136,616,664

202,500

213,446,879

4,292,957,952

△ 2,964,316,195

△ 26,478,227,910

-

-

1,935,674,378

△ 903,978,851

49,431,696,996

360,601,560 64,690,651,747

26,063,069,049 △ 21,560,824,812

1,864,457,557 -

- 5,961,513

- 負債合計 22,647,997,135

-

- -

- 215,544,781

- 175,027,867

△ 483,398,206 79,801,366

- -

- -

23,811,945,957 367,093,807

△ 13,396,749,898 2,923,801,795

2,047,553,524 2,447,466,268

10,966,165,083 2,986,880,000

1,144,505,402 -

59,125,899,749 19,724,195,340

51,842,334,228 16,295,255,533

【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

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

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

115,180

3,214,779

23,238,308,473

806,593,855

797,095,562

6,495,909

-

3,002,384

3,329,959

-

22,435,044,577

213,400,314

128,941,116

9,150,232

75,308,966

13,935,174,316

12,002,131,650

1,919,355,771

13,686,895

1,209,013,743

785,285,375

423,728,368

96,078

23,644,058,320

9,708,884,004

3,798,740,100

3,175,214,252

218,872,010

11,954,000

392,699,838

5,696,743,590

3,465,780,093

366,123,092

1,864,744,327

【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



（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 64,544,810,653 △ 22,516,138,906 -

純行政コスト（△） △ 23,238,308,473

財源 24,309,295,276 -

税収等 13,217,902,804

国県等補助金 11,091,392,472

本年度差額 1,070,986,803 -

固定資産等の変動（内部変動） 243,433,439 △ 243,433,439

有形固定資産等の増加 2,028,800,931 △ 2,028,800,931

有形固定資産等の減少 △ 1,901,722,467 1,901,722,467

貸付金・基金等の増加 388,210,601 △ 388,210,601

貸付金・基金等の減少 △ 271,855,626 271,855,626

資産評価差額 -

無償所管換等 32,365,176

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 129,957,521 127,760,730

本年度純資産変動額 145,841,094 955,314,094 -

本年度末純資産残高 64,690,651,747 △ 21,560,824,812 -

32,365,176

-

-

△ 2,196,791

1,101,155,188

43,129,826,935

-

42,028,671,747

△ 23,238,308,473

24,309,295,276

13,217,902,804

11,091,392,472

1,070,986,803

【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



（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

150,449,732

7,961,971

158,411,703

997,621,225

△ 793,820,562
本年度資金収支額 △ 8,444,418
前年度末資金残高 847,653,940

本年度末資金残高 839,209,522

540

186,806,000

601,894

115,180

98,021,964

△ 980,614,913

2,725,084,472

2,720,197,872

4,886,600

1,931,263,910

1,931,263,370

899,606,258

177,007

3,129,358,662

1,765,991,057

2,165,766,209

1,978,247,622

187,518,047

540

-

-

1,185,151,296

797,095,562

75,305,120

14,006,270,316

12,002,131,650

1,919,355,771

84,782,895

21,267,712,348

13,089,305,740

7,062,427,552

776,163,091

339,815,965

797,272,569

128,941,116

【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

21,833,807,384

7,827,537,068

3,792,113,186

3,831,177,646


