
(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

【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

16,373,066,386 -
7,012,270,681 1,232,832,000

47,674,900 -

41,459,388,611 6,525,089,269
38,414,272,534 5,287,150,334

△ 194,244,604 -
24,691,000 -

△ 9,488,998 -

19,743,525,553 5,106,935
△ 11,109,994,945 732,514,647

721,659,963 578,963,409

- -
- 負債合計 7,257,603,916
-

- -
- 97,856,482
- 55,694,756

133,191,052
△ 85,204,078

42,102,588,245

136,972,836 42,174,188,153
21,895,615,319 △ 6,847,423,758
1,064,462,845

55,187,983
1,123,413,868

△ 977,823,039

△ 21,374,610,728
-
-

3,005,170,253
41,772,169
16,572,747

39,945,824
35,878,544
4,067,280

2,777,104,066
-

2,777,104,066
-

21,559,422
3,640,000

-
32,456,616

157,926,600

5,737,200
709,062,342
631,230,295

△ 4,089,198
1,124,979,700

387,505,938
25,387,967

△ 2,713,747 純資産合計 35,326,764,395

資産合計 42,584,368,311 負債及び純資産合計 42,584,368,311

77,832,047
-
-



(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

-

【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

10,604,238,147

3,963,561,227

1,324,405,812

989,739,924

97,856,482

4,849,849,253

236,809,406

2,560,196,351

1,286,549,179

206,241,000

1,067,406,172

-

78,959,064

34,276,595

4,139,300

40,543,169

6,640,676,920

-

989,776,692

752,709,479

48,341,496

876,341,004

123,002,452

753,338,552

9,727,897,143

57,599,174

10,840,755

41,816,115

-

4,942,304

277,909

277,909

-

9,785,218,408



(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 40,851,500,212 △ 6,890,862,697

純行政コスト（△） △ 9,785,218,408

財源 10,884,767,215

税収等 5,813,091,319

国県等補助金 5,071,675,896

本年度差額 1,099,548,807

固定資産等の変動（内部変動） 1,103,361,701 △ 1,103,361,701

有形固定資産等の増加 1,541,187,993 △ 1,541,187,993

有形固定資産等の減少 △ 1,250,106,172 1,250,106,172

貸付金・基金等の増加 2,186,659,235 △ 2,186,659,235

貸付金・基金等の減少 △ 1,374,379,355 1,374,379,355

資産評価差額 △ 733,866

無償所管換等 220,060,106

その他 - 47,251,833

本年度純資産変動額 1,322,687,941 43,438,939

本年度末純資産残高 42,174,188,153 △ 6,847,423,758

1,099,548,807

【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

33,960,637,515

△ 9,785,218,408

10,884,767,215

5,813,091,319

5,071,675,896

△ 733,866

220,060,106

47,251,833

1,366,126,880

35,326,764,395



（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

34,276,595

【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

9,553,895,908
2,913,218,988
1,303,792,944
1,534,606,280

10,840,755

40,543,169
6,640,676,920
4,849,849,253

989,776,692
752,709,479
48,341,496

6,718,068,367
4,337,670,409
1,513,364,808

125,250,110
741,783,040

3,807,176,539

10,840,755
-

2,567,334,740
△ 279,333,556

3,473,691,590
1,358,488,007
2,077,203,583

-
38,000,000

-

540,815,000

990,976,348
1,310,065,082

40,911,200
277,909

1,464,946,000
333,484,949

592,693,138
545,441,305
47,251,833

540,815,000

387,505,938

-
△ 51,878,138

本年度資金収支額 2,273,255
前年度末資金残高 329,537,927
本年度末資金残高 331,811,182

44,996,592
10,698,164
55,694,756


