
(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 △ 5,674,975 純資産合計 50,471,888,928

資産合計 73,931,868,600 負債及び純資産合計 73,931,868,600

555,220,908
-
-

28,688,000
2,785,039,294
2,229,818,386

△ 9,535,655
3,961,042,467
1,058,314,523

94,675,625

3,017,975,885
-

3,017,975,885
-

144,480,000
238,250,000

-
441,318,392
127,578,000

3,960,066,622
382,730,000

-

70,849,053
61,119,133
9,729,920

549,602,876
1,370,217,587

△ 1,188,532,502

△ 51,880,240,570
-
-

118,079,150
△ 72,465,468

81,706,193,431

163,694,433 72,784,553,427
31,556,171,278 △ 22,312,664,499
1,135,001,859

- 9,380,642
- 負債合計 23,459,979,672
-

- -
- 230,591,336
- 92,266,701

△ 892,147,583 -
- -
- -

32,551,595,564 21,147,264
△ 17,514,366,301 2,603,571,881

1,169,335,436 2,271,333,202

17,099,675,946 237,071,000
1,624,266,600 2,156,000

69,970,826,133 20,856,407,791
65,939,910,458 20,596,033,527

【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

34,202,054,095 -



(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

30,163,525

4,663,000

-

4,663,000

21,622,325,677

-

2,918,819,330

1,327,633,571

3,094,404

538,657,515

187,855,821

350,801,694

20,552,560,296

1,074,428,381

1,036,822,806

7,442,050

-

7,866,859,425

563,238,544

4,900,819,492

2,360,938,106

530,241,830

2,009,639,556

-

200,478,928

92,908,081

14,119,219

93,451,628

12,116,406,730

237,071,000

【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

21,091,217,811

8,974,811,081

3,873,512,661

2,842,611,781

230,591,336



(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 71,007,951,857 △ 22,107,747,052

純行政コスト（△） △ 21,622,325,677

財源 20,890,949,699

税収等 11,563,948,097

国県等補助金 9,327,001,602

本年度差額 △ 731,375,978

固定資産等の変動（内部変動） △ 384,782,531 384,782,531

有形固定資産等の増加 1,953,210,734 △ 1,953,210,734

有形固定資産等の減少 △ 2,009,639,556 2,009,639,556

貸付金・基金等の増加 439,336,984 △ 439,336,984

貸付金・基金等の減少 △ 767,690,693 767,690,693

資産評価差額 -

無償所管換等 2,303,060,101

その他 △ 141,676,000 141,676,000

本年度純資産変動額 1,776,601,570 △ 204,917,447

本年度末純資産残高 72,784,553,427 △ 22,312,664,499

2,303,060,101

-

1,571,684,123

50,471,888,928

-

△ 731,375,978

【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

48,900,204,805

△ 21,622,325,677

20,890,949,699

11,563,948,097

9,327,001,602



（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 1,058,314,523

-
387,692,745

本年度資金収支額 411,860,148
前年度末資金残高 554,187,674
本年度末資金残高 966,047,822

41,053,899
51,212,802
92,266,701

2,642,467,000

228,289,250
644,725,741
28,586,000

-
87,778,000

△ 1,334,010,801

2,254,774,255
2,245,612,463

9,161,792
2,642,467,000

989,378,991

1,036,822,806
-

5,478,831,733
1,358,178,204

2,323,389,792
1,953,210,734

366,679,058
-

3,500,000
-

1,036,822,806

93,451,628
12,116,406,730
7,866,859,425
2,918,819,330
1,327,633,571

3,094,404
15,592,705,560
11,437,275,856
3,619,880,619

193,908,322
341,640,763

92,908,081

【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

18,676,536,283
6,560,129,553
3,475,147,858
2,898,621,986


