
(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 △ 9,789,789 純資産合計 83,728,238,165

資産合計 106,891,815,774 負債及び純資産合計 106,891,815,774

1,470,086,000
-
-

-
4,886,768,399
3,416,682,399

△ 13,919,391
6,418,740,017
1,487,855,949

53,905,458

9,351,351,446
-

9,351,351,446
-

230,999,000
3,767,339,000

-
120,639,665
44,850,000

13,542,642,600
4,039,720,880

41,382,880

-
-
-

198,376,502
1,908,738,918

△ 1,671,951,179

△ 133,668,972,057
-
-

885,102,678
△ 425,119,839

188,685,942,729

390,989,279 105,359,844,156
55,917,176,058 △ 21,631,605,991

241,846,045

- 473,598
- 負債合計 23,163,577,609
-

- -
- 367,045,647
- 175,970,466

△ 4,858,170,208 -
6,881,390 -

△ 5,071,997 -

46,842,559,733 -
△ 28,935,543,692 2,952,682,748

8,541,468,199 2,409,193,037

7,581,406,537 3,177,464,000
1,211,950,119 1,152,000

100,473,075,757 20,210,894,861
86,930,433,157 17,032,278,861

【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

30,776,469,360 -



(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

16,386,470

381,000

-

381,000

23,253,794,925

-

2,902,472,666

1,235,967,355

7,867,550

907,733,223

312,430,567

595,302,656

23,123,488,481

130,687,444

54,507,600

59,793,374

-

6,260,316,893

644,619,012

8,871,398,054

4,053,078,407

236,871,327

4,581,448,320

-

380,674,837

72,746,442

11,325,370

296,603,025

10,406,624,464

-

【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

24,031,221,704

13,624,597,240

4,372,524,349

3,360,859,690

367,045,647



(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 106,610,101,327 △ 23,091,953,875

純行政コスト（△） △ 23,253,794,925

財源 22,971,890,427

税収等 14,827,149,818

国県等補助金 8,144,740,609

本年度差額 △ 281,904,498

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,742,252,382 1,742,252,382

有形固定資産等の増加 3,231,166,402 △ 3,231,166,402

有形固定資産等の減少 △ 4,581,448,320 4,581,448,320

貸付金・基金等の増加 1,836,540,404 △ 1,836,540,404

貸付金・基金等の減少 △ 2,228,510,868 2,228,510,868

資産評価差額 10,416,756

無償所管換等 481,578,455

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 1,250,257,171 1,460,347,884

本年度末純資産残高 105,359,844,156 △ 21,631,605,991

481,578,455

-

210,090,713

83,728,238,165

10,416,756

△ 281,904,498

【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

83,518,147,452

△ 23,253,794,925

22,971,890,427

14,827,149,818

8,144,740,609



（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 1,487,855,949

-
△ 777,645,300

本年度資金収支額 743,293,830
前年度末資金残高 568,591,653
本年度末資金残高 1,311,885,483

165,517,969
10,452,497

175,970,466

2,375,693,000

352,119,687
2,176,617,800

416,218
4,500,000

1,309,312,000
△ 1,399,080,905

3,153,338,300
3,152,975,699

362,601
2,375,693,000

3,842,965,705

54,507,600
-

5,091,744,045
2,920,020,035

5,242,046,610
3,231,166,402
1,806,582,208

200,698,000
3,600,000

-

54,507,600

96,603,025
10,406,624,464
6,260,316,893
2,902,472,666
1,235,967,355

7,867,550
17,081,007,899
13,493,245,922
2,700,876,877

314,929,753
571,955,347

72,746,442

【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

19,198,224,309
8,791,599,845
4,272,507,270
4,349,743,108
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