
（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

【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

16,373,066,386 -
7,012,270,681 1,287,473,000

47,674,900 -

44,270,506,266 7,732,541,595
40,798,127,760 5,647,516,920

△ 194,244,604 44,484,538
24,691,000 -

△ 9,488,998 -

19,743,525,553 797,551,675
△ 11,109,994,945 828,218,267

721,659,963 615,992,009

- -
- 負債合計 8,560,759,862
-

- -
- 112,046,964
- 55,694,756

618,753,570
△ 178,947,292
45,248,383,443

136,972,836 44,985,305,808
23,678,140,728 △ 7,259,658,208
1,124,024,851 -

76,421,964
2,645,846,634

△ 1,898,925,988

△ 23,210,495,808
-
-

3,432,432,682
41,132,169
16,572,747

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

3,176,314,398
-

3,176,314,398
-

21,559,422
3,000,000

-
64,857,159

157,926,600

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

△ 7,797,644
2,015,901,196

848,294,150
55,475,551

- 純資産合計 37,725,647,600

資産合計 46,286,407,462 負債及び純資産合計 46,286,407,462

77,832,047
2,016,917

400,000,000
△ 4,684,964



（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

【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

55,362,041

14,152,987,831

4,467,575,063

1,500,790,704

1,109,878,700

111,296,964

2,845,120

276,769,920

2,842,038,590

1,347,193,061

219,667,650

1,219,815,838

13,011,360,270

124,745,769

40,537,390

9,954,655

74,253,724

9,685,412,768

8,647,137,180

989,934,092

48,341,496

1,141,627,561

360,565,152

781,062,409

277,909

-

13,072,705,062

61,622,701

10,840,755

45,058,442

-

5,723,504

277,909

-



（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 43,671,240,013 △ 7,278,571,039 -

純行政コスト（△） △ 13,072,705,062

財源 14,139,105,615 -

税収等 7,142,063,057

国県等補助金 6,997,042,558

本年度差額 1,066,400,553 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,094,739,555 △ 1,094,739,555

有形固定資産等の増加 1,619,173,213 △ 1,619,173,213

有形固定資産等の減少 △ 1,405,758,165 1,405,758,165

貸付金・基金等の増加 2,358,108,104 △ 2,358,108,104

貸付金・基金等の減少 △ 1,476,783,597 1,476,783,597

資産評価差額 △ 733,866

無償所管換等 220,060,106

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 47,251,833

本年度純資産変動額 1,314,065,795 18,912,831 -

本年度末純資産残高 44,985,305,808 △ 7,259,658,208 -

【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

△ 733,866

36,392,668,974

△ 13,072,705,062

14,139,105,615

7,142,063,057

6,997,042,558

1,066,400,553

220,060,106

-

-

47,251,833

1,332,978,626

37,725,647,600



（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

40,537,390

【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

12,941,514,160
3,256,101,392
1,475,731,968
1,665,234,610

10,840,755

74,597,424
9,685,412,768
8,647,137,180

989,934,092
48,341,496

10,176,133,479
5,607,506,419
3,438,731,470

361,678,262
768,217,328
14,083,082

1,000,270,948

3,242,327
2,567,334,740

△ 212,129,023

4,103,489,260
1,436,473,227
2,225,739,633

-
38,000,000

403,276,400
3,914,216,351

-

1,390,065,082
40,911,200

277,909
1,482,691,212

△ 189,272,909

633,063,753
585,811,920
47,251,833

540,815,000
540,815,000

本年度資金収支額 △ 493,650,685
前年度末資金残高 1,286,250,079
本年度末資金残高 792,599,394

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

848,294,150

△ 92,248,753


