
(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

9,888,714,083 50,119,457
3,611,559,955 978,164,000

258,001,400 -

43,104,309,298 8,461,835,216
41,515,200,636 7,391,252,360

△ 450,082,821 -
- 578,462
- -

14,830,923,540 42,299,399
△ 8,996,008,314 1,044,842,353

632,318,323 914,478,697

- 30,415,651
- 負債合計 9,506,677,569
-

- -
- 73,675,917
- 25,693,626

-
-

111,992,261,088

2,002,000 45,497,164,298
31,322,215,101 △ 9,349,344,113

745,041,589

17,772,800
1,147,345,582

△ 843,074,130

△ 81,432,860,376
-
-

1,579,043,662
231,351,622
52,704,622

10,065,000
10,065,000

-

1,184,651,000
-

1,184,651,000
-

88,747,000
89,900,000

-
48,312,395

118,069,000

10,263,000
2,382,592,000

790,205,000

△ 3,340,355
2,550,188,456

121,148,134
37,824,809

△ 1,639,487 純資産合計 36,147,820,185

資産合計 45,654,497,754 負債及び純資産合計 45,654,497,754

1,592,387,000
-
-



(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

8,543,262,292

4,807,715,612

1,416,592,856

1,195,138,729

73,675,917

2,440,751,598

147,778,210

3,339,174,516

816,267,447

237,355,142

2,285,551,927

-

51,948,240

25,917,657

3,417,347

22,613,236

3,735,546,680

-

714,416,459

576,679,379

3,699,244

417,482,075

79,260,675

338,221,400

8,125,780,217

166,336,614

113,040,986

31,898,000

-

21,397,628

592,000

-

592,000

8,291,524,831



(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 47,314,670,421 △ 9,046,811,748

純行政コスト（△） △ 8,291,524,831

財源 6,511,598,716

税収等 4,357,313,161

国県等補助金 2,154,285,555

本年度差額 △ 1,779,926,115

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,575,264,216 1,575,264,216

有形固定資産等の増加 676,267,730 △ 676,267,730

有形固定資産等の減少 △ 2,285,551,927 2,285,551,927

貸付金・基金等の増加 502,219,580 △ 502,219,580

貸付金・基金等の減少 △ 468,199,599 468,199,599

資産評価差額 2,951

無償所管換等 △ 242,245,208

その他 350 △ 97,870,466

本年度純資産変動額 △ 1,817,506,123 △ 302,532,365

本年度末純資産残高 45,497,164,298 △ 9,349,344,113

△ 1,779,926,115

【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

38,267,858,673

△ 8,291,524,831

6,511,598,716

4,357,313,161

2,154,285,555

2,951

△ 242,245,208

△ 97,870,116

△ 2,120,038,488

36,147,820,185



（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

25,917,657

【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

6,348,093,560
2,612,546,880
1,428,203,347
1,136,229,640

113,040,986

22,196,236
3,735,546,680
2,440,751,598

714,416,459
576,679,379

3,699,244
5,363,703,092
4,357,193,270

632,414,534
81,920,545

292,174,743

538,273,940

113,040,986
-

1,409,520,917
312,089,463

1,138,263,336
672,535,850
432,178,486

-
33,549,000

-

1,199,893,000

112,350,104
412,797,836
13,126,000

-
-

△ 599,989,396

888,087,916
848,737,699
39,350,217

1,199,893,000

121,148,134

-
311,805,084

本年度資金収支額 23,905,151
前年度末資金残高 71,549,357
本年度末資金残高 95,454,508

25,299,392
394,234

25,693,626


