
(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

87,220,252,694 -
42,708,332,315 5,182,594,000
2,042,439,200 -

179,740,081,869 40,771,218,286
168,655,820,528 35,588,624,286

△ 12,260,862,265 -
50,966,135 -

△ 43,787,458 -

77,157,877,275 -
△ 44,246,161,155 5,387,496,804

21,245,088,566 4,723,822,295

- 2,208,590
- 負債合計 46,158,715,090
-

- -
- 536,553,810
- 124,912,109

540,899,938
△ 262,922,057

195,339,258,918

566,360,081 183,797,474,353
80,552,368,202 △ 44,250,054,295
12,608,750,868

497,334,895
7,362,319,404

△ 6,479,119,772

△ 128,170,954,360
-
-

10,988,471,152
4,314,526,130

19,889,000

95,790,189
95,790,188

1

5,784,721,782
-

5,784,721,782
-

225,062,000
4,069,575,130
△ 3,148,724
923,240,153
11,200,747

1,233,000
4,056,159,484
3,156,350,305

△ 42,068,936
5,966,053,279
1,714,098,763

223,170,843

△ 28,608,811 純資産合計 139,547,420,058

資産合計 185,706,135,148 負債及び純資産合計 185,706,135,148

899,809,179
-
-



(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

474,053,925

【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

47,662,743,067

21,122,798,429

7,851,062,409

5,781,975,904

536,553,810

14,311,291,818

1,058,478,770

12,923,994,150

6,597,727,821

804,494,519

5,521,771,810

-

347,741,870

144,226,316

57,646,917

145,868,637

26,539,944,638

-

9,807,232,117

2,411,402,586

10,018,117

1,139,837,853

658,045,237

481,792,616

46,522,905,214

804,772,754

222,757,998

580,786,756

-

1,228,000

95,695

-

95,695

47,327,582,273



(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 251,008,360,799 △ 45,021,633,131

純行政コスト（△） △ 47,327,582,273

財源 45,093,586,445

税収等 24,638,196,294

国県等補助金 20,455,390,151

本年度差額 △ 2,233,995,828

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,005,670,359 3,005,670,359

有形固定資産等の増加 3,498,198,713 △ 3,498,198,713

有形固定資産等の減少 △ 6,034,597,810 6,034,597,810

貸付金・基金等の増加 1,431,562,099 △ 1,431,562,099

貸付金・基金等の減少 △ 1,900,833,361 1,900,833,361

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 65,106,387,694

その他 901,171,607 △ 95,695

本年度純資産変動額 △ 67,210,886,446 771,578,836

本年度末純資産残高 183,797,474,353 △ 44,250,054,295

△ 2,233,995,828

【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

205,986,727,668

△ 47,327,582,273

45,093,586,445

24,638,196,294

20,455,390,151

-

△ 65,106,387,694

901,075,912

△ 66,439,307,610

139,547,420,058



（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

144,226,316

【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

42,294,446,207
15,754,501,569
7,994,223,520
7,470,183,096

222,757,998

145,868,637
26,539,944,638
14,311,291,818
9,807,232,117
2,411,402,586

10,018,117
34,121,922,342
24,406,292,948
8,557,175,155

660,149,321
498,304,918

2,790,770,112

222,757,998
-

10,948,522,761
2,553,240,898

4,682,882,896
3,498,198,713
1,013,011,227

134,672,956
37,000,000

-

4,451,691,000

949,692,235
1,648,614,938

38,226,939
-

154,236,000
△ 1,892,112,784

4,894,014,742
4,889,928,777

4,085,965
4,451,691,000

1,714,098,763

-
△ 442,323,742

本年度資金収支額 218,804,372
前年度末資金残高 1,370,382,282
本年度末資金残高 1,589,186,654

108,676,415
16,235,694

124,912,109


