
(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】

期首 一般会計等 貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

31,094,640,684 -
12,801,891,481 -

358,907,400 -

64,854,684,948 19,255,043,820
57,640,693,096 19,255,043,820

△ 50,780,595 -
- -
- -

34,522,829,854 -
△ 19,578,086,270 2,353,981,630

336,825,400 2,100,442,219

- 4,100,120
- 負債合計 21,609,025,450
-

- -
- 191,117,748
- 58,321,543

837,765,098
△ 226,883,821
52,571,327,876

2,703,053,414 69,426,750,799
26,391,532,621 △ 20,596,016,769
5,900,113,965

85,233,680
668,222,483

△ 513,702,692

△ 32,776,024,177
-
-

7,213,991,852
2,122,681,985

2,350,000

-
-
-

4,888,302,094
-

4,888,302,094
-

56,825,985
2,063,506,000

-
189,490,178
24,404,083

7,741,893
4,564,323,958
3,577,933,269

△ 10,886,488
5,585,074,532

950,741,412
66,663,836

△ 4,396,567 純資産合計 48,830,734,030

資産合計 70,439,759,480 負債及び純資産合計 70,439,759,480

986,390,689
-
-



(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

35,507,796,386 -
13,069,157,516 -

358,907,400 -

68,071,017,556 20,853,636,272
61,078,767,673 20,853,636,272

△ 69,275,475 -
- -
- -

42,278,874,972 -
△ 20,474,876,167 2,479,034,206

345,008,140 2,251,486,347

- 1,050,973
- 負債合計 23,332,670,478
-

- -
- 184,679,499
- 41,817,387

309,249,451
△ 204,092,931
53,162,782,328

- 72,076,859,281
25,442,521,254 △ 21,773,402,030
5,996,532,493

43,916,904
689,323,565

△ 560,873,532

△ 33,865,866,991
-
-

6,991,927,693
2,496,908,479

2,350,000

322,190
322,190

-

4,288,000,527
-

4,288,000,527
-

56,768,479
2,437,790,000

-
196,032,765
24,008,182

660,173
4,005,181,552
3,018,316,946

△ 13,022,260
5,565,110,173
1,512,084,515

51,328,079

△ 4,144,146 純資産合計 50,303,457,251

資産合計 73,636,127,729 負債及び純資産合計 73,636,127,729

986,864,606
-
-



(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

29,399,833,566

9,327,352,785

3,154,359,947

2,536,830,733

184,679,499

13,406,815,969

432,849,715

5,927,737,559

3,873,338,957

33,457,627

2,020,940,975

-

245,255,279

102,857,945

15,985,966

126,411,368

20,072,480,781

-

4,870,753,854

1,251,376,964

543,533,994

439,119,073

194,673,598

244,445,475

28,960,714,493

6,473,032

-

1,305,322

-

5,167,710

25,977,460

25,977,460

-

28,941,210,065



(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 69,426,750,799 △ 20,596,016,769

純行政コスト（△） △ 28,941,210,065

財源 30,120,556,527

税収等 13,766,834,870

国県等補助金 16,353,721,657

本年度差額 1,179,346,462

固定資産等の変動（内部変動） 2,462,865,723 △ 2,462,865,723

有形固定資産等の増加 5,185,364,143 △ 5,185,364,143

有形固定資産等の減少 △ 2,040,242,641 2,040,242,641

貸付金・基金等の増加 835,549,462 △ 835,549,462

貸付金・基金等の減少 △ 1,517,805,241 1,517,805,241

資産評価差額 -

無償所管換等 293,217,759

その他 △ 105,975,000 106,134,000

本年度純資産変動額 2,650,108,482 △ 1,177,385,261

本年度末純資産残高 72,076,859,281 △ 21,773,402,030

1,179,346,462

【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

48,830,734,030

△ 28,941,210,065

30,120,556,527

13,766,834,870

16,353,721,657

-

293,217,759

159,000

1,472,723,221

50,303,457,251



（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

102,857,945

【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

27,265,108,274
7,192,627,493
3,055,270,196
3,908,087,984

-

126,411,368
20,072,480,781
13,406,815,969
4,870,753,854
1,251,376,964

543,533,994
28,728,777,761
13,755,755,989
14,531,644,000

196,102,888
245,274,884

2,998,944,472

-
-

304,632,590
1,768,302,077

5,934,935,750
5,166,064,144

394,587,606
374,284,000

-
-

3,850,765,000

1,517,445,067
1,448,503,579

7,030,621
25,965,205

-
△ 2,935,991,278

2,105,228,540
2,101,128,420

4,100,120
3,850,765,000

1,512,084,515

-
1,745,536,460

本年度資金収支額 577,847,259
前年度末資金残高 892,419,869
本年度末資金残高 1,470,267,128

58,321,543
△ 16,504,156

41,817,387
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