
（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 87,312,577,754

資産合計 130,068,591,813 負債及び純資産合計 130,068,591,813

1,470,086,000
55,035,509
72,000,000

△ 10,789,459

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

△ 17,718,192
8,415,679,813
2,743,691,876

668,973,488

10,286,355,039
-

10,286,355,039
1,210,000,000

230,999,000
-
-

196,785,787
44,850,000

11,992,654,514
272,381,880
41,382,880

509,328,832
-

509,328,832

206,293,502
5,309,022,930

△ 3,482,585,086

△ 135,080,904,980
-
-

1,669,879,909
△ 561,233,051

205,362,357,038

390,989,279 126,539,680,399
72,547,650,769 △ 39,227,102,645

951,258,351 -

- 8,754,358
- 負債合計 42,756,014,059
-

- -
- 585,601,234
- 298,726,299

△ 4,958,159,034 206,795,558
6,881,390 5,497,000

△ 5,071,997 49,401,000

52,124,021,262 9,763,443,519
△ 30,514,040,633 4,539,137,434

8,788,969,296 3,384,361,985

7,731,300,359 4,492,060,440
1,211,950,119 1,152,000

121,652,912,000 38,216,876,625
109,150,928,654 23,960,220,666

【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

34,776,840,041 -



（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

-

24,524,000

30,542,990,978

147,851,849

54,507,600

61,191,291

-

32,152,958

24,524,000

-

30,419,663,129

685,694,950

203,868,449

18,606,272

463,220,229

16,011,894,274

13,088,548,992

2,903,540,732

19,804,550

4,868,222,740

3,808,003,077

1,060,219,663

-

35,287,885,869

19,275,991,595

7,358,536,951

5,899,866,361

556,432,234

5,531,522

896,706,834

11,231,759,694

5,873,940,734

280,880,696

5,076,938,264

【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 127,683,322,109 △ 34,566,036,675 -

純行政コスト（△） △ 30,542,990,978

財源 30,840,971,940 -

税収等 17,296,337,231

国県等補助金 13,544,634,709

本年度差額 297,980,962 -

固定資産等の変動（内部変動） 12,649,196,938 △ 12,649,196,938

有形固定資産等の増加 17,867,513,954 △ 17,867,513,954

有形固定資産等の減少 △ 5,079,586,181 5,079,586,181

貸付金・基金等の増加 2,165,471,969 △ 2,165,471,969

貸付金・基金等の減少 △ 2,304,202,804 2,304,202,804

資産評価差額 19,457,146

無償所管換等 481,578,453

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 14,293,874,247 7,690,150,006

本年度純資産変動額 △ 1,143,641,710 △ 4,661,065,970 -

本年度末純資産残高 126,539,680,399 △ 39,227,102,645 -

481,578,453

-

-

△ 6,603,724,241

△ 5,804,707,680

87,312,577,754

19,457,146

93,117,285,434

△ 30,542,990,978

30,840,971,940

17,296,337,231

13,544,634,709

297,980,962

【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

165,517,969
10,452,497

175,970,466
2,743,691,876

△ 1,247,136,686
本年度資金収支額 1,333,980,307
前年度末資金残高 1,233,741,103
本年度末資金残高 2,567,721,410

200,698,000

2,179,617,800
416,218

5,750,000
1,324,122,900

△ 1,512,379,793

4,103,827,686
4,096,801,785

7,025,901
2,856,691,000
2,655,993,000

499,376,387

36,156,560
5,115,887,045
4,093,496,786

5,521,663,098
3,638,822,375
1,879,240,723

-
3,600,000

-
4,009,283,305

54,507,600

314,348,057
16,011,894,274
13,088,548,992
2,903,540,732

19,804,550
28,341,862,604
15,468,471,052
8,100,770,977
3,782,683,538

989,937,037
90,664,160

203,868,449

【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

29,273,588,703
13,261,694,429
7,269,176,886
5,474,301,037
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