
（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

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

258,001,400 -

46,281,224,434 10,640,637,267
44,599,461,083 8,764,417,766

△ 450,082,821 48,658,689
- 578,462
- -

14,830,923,540 847,936,044
△ 8,996,008,314 1,181,295,275

632,318,323 992,294,672

- 33,545,198
- 負債合計 11,821,932,542
-

- -
- 80,524,628
- 25,693,626

125,512,643
△ 35,011,289

115,773,274,521

2,002,000 48,674,079,434
33,998,284,540 △ 11,469,654,035

763,768,093 -

93,121,800
1,842,748,150

△ 1,130,285,690

△ 82,722,381,228
-
-

1,671,698,351
141,932,622
53,185,622

10,065,000
10,065,000

-

1,347,019,000
-

1,347,019,000
-

88,747,000
-
-

70,764,773
118,069,000

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

790,205,000

△ 6,087,044
2,745,133,507

241,395,472
113,188,278

- 純資産合計 37,204,425,399

資産合計 49,026,357,941 負債及び純資産合計 49,026,357,941

1,592,387,000
1,877,136

-
△ 4,182,379



（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

56,365,467

10,766,820,600

5,233,702,414

1,537,388,588

1,284,334,744

80,524,628

-

172,529,216

3,587,792,918

850,066,225

250,574,018

2,430,787,208

10,103,798,802

108,520,908

36,197,580

7,003,670

65,319,658

5,533,118,186

4,815,002,483

714,416,459

3,699,244

663,021,798

244,690,927

418,330,871

-

703,135

10,290,930,539

187,834,872

113,040,986

52,572,914

-

22,220,972

703,135

-



（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 49,990,177,181 △ 10,756,988,113 -

純行政コスト（△） △ 10,290,930,539

財源 8,471,194,661 -

税収等 4,925,255,568

国県等補助金 3,545,939,093

本年度差額 △ 1,819,735,878 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,099,940,422 1,099,940,422

有形固定資産等の増加 1,315,227,723 △ 1,315,227,723

有形固定資産等の減少 △ 2,451,462,122 2,451,462,122

貸付金・基金等の増加 554,422,289 △ 554,422,289

貸付金・基金等の減少 △ 518,128,312 518,128,312

資産評価差額 2,951

無償所管換等 △ 242,245,208

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 26,084,932 7,129,534

本年度純資産変動額 △ 1,316,097,747 △ 712,665,922 -

本年度末純資産残高 48,674,079,434 △ 11,469,654,035 -

【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

2,951

39,233,189,068

△ 10,290,930,539

8,471,194,661

4,925,255,568

3,545,939,093

△ 1,819,735,878

△ 242,245,208

-

-

33,214,466

△ 2,028,763,669

37,204,425,399



（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

36,197,580

【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

8,494,942,820
2,961,824,634
1,548,528,658
1,218,831,847

113,040,986

158,266,549
5,533,118,186
4,815,002,483

714,416,459
3,699,244

7,595,834,562
4,929,388,720
2,024,068,072

270,607,779
371,769,991
133,779,144

268,100,104

20,738,158
1,409,594,752

376,707,350

1,816,365,874
1,311,484,943

471,331,931
-

33,549,000
-

729,197,382

599,200,000

443,115,278
13,126,000

-
4,856,000

△ 1,087,168,492

1,095,147,172
920,136,842
175,010,330

1,799,093,000
1,199,893,000

本年度資金収支額 △ 6,515,314
前年度末資金残高 222,217,160
本年度末資金残高 215,701,846

25,299,392
394,234

25,693,626
241,395,472

703,945,828


