
(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 △ 1,647,623 純資産合計 31,003,393,004

資産合計 55,931,026,076 負債及び純資産合計 55,931,026,076

1,384,770,916
-
-

6,600,000
3,167,161,201
1,782,390,285

△ 9,342,729
3,758,898,242

573,707,879
13,076,785

2,670,256,408
-

2,670,256,408
-

204,180,400
1,664,259,840

-
78,726,550
13,200,000

4,642,041,559
1,889,201,330

20,761,090

6,383,016
6,383,016

-

148,450,417
1,250,020,252

△ 1,030,937,261

△ 21,931,480,985
-
-

381,020,206
△ 237,027,893
37,065,110,708

155,113,160 55,345,889,035
21,254,131,731 △ 24,342,496,031
5,828,059,278

- 24,418,668
- 負債合計 24,927,633,072
-

- -
- 199,127,795
- 80,510,174

△ 976,418,022 28,420,000
- -
- -

30,804,491,393 42,190,632
△ 19,143,367,214 2,326,428,903

1,988,365,766 1,993,952,266

12,795,162,754 2,905,476,000
427,140,700 -

52,172,127,834 22,601,204,169
47,523,703,259 19,653,537,537

【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

26,050,488,537 -



(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 △ 5,536,718 純資産合計 34,132,353,634

資産合計 58,344,126,342 負債及び純資産合計 58,344,126,342

1,413,462,312
-
-

6,600,000
3,196,652,665
1,783,190,353

△ 7,587,490
4,075,200,168

842,269,302
35,214,919

2,900,023,121
-

2,900,023,121
-

204,180,400
1,803,652,840

-
61,655,569
7,446,570

4,989,328,549
2,027,790,779

19,957,539

35,694,528
35,694,528

-

18,023,600
1,284,147,848

△ 1,083,998,462

△ 22,543,583,013
-
-

754,522,206
△ 223,025,535
38,017,238,287

3,023,200 57,472,178,839
21,909,114,212 △ 23,339,825,205
5,885,938,667

- 27,599,742
- 負債合計 24,211,772,708
-

- -
- 197,107,427
- 96,419,635

△ 1,006,587,298 -
- -
- -

32,694,061,503 42,127,776
△ 19,818,655,418 2,470,730,569

2,063,018,767 2,149,603,765

12,772,638,045 2,803,876,000
427,140,700 -

54,268,926,174 21,741,042,139
49,243,903,097 18,895,038,363

【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

27,134,639,499 -



(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

884,000

9,182,360

-

9,182,360

17,735,624,622

-

3,305,198,681

960,248,151

109,874,041

488,563,474

160,014,929

328,548,545

17,247,549,191

497,257,791

339,208,791

157,165,000

-

4,783,043,463

357,138,754

5,268,518,499

2,995,164,410

850,033,708

1,423,320,381

-

225,352,065

120,285,133

7,307,980

97,758,952

9,158,364,336

-

【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

17,736,112,665

8,577,748,329

3,083,877,765

2,529,631,584

197,107,427



(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 55,345,889,035 △ 24,342,496,031

純行政コスト（△） △ 17,735,624,622

財源 18,482,650,046

税収等 11,552,108,532

国県等補助金 6,930,541,514

本年度差額 747,025,424

固定資産等の変動（内部変動） △ 260,635,062 260,635,062

有形固定資産等の増加 786,833,884 △ 786,833,884

有形固定資産等の減少 △ 1,423,320,381 1,423,320,381

貸付金・基金等の増加 1,401,365,589 △ 1,401,365,589

貸付金・基金等の減少 △ 1,025,514,154 1,025,514,154

資産評価差額 80,449

無償所管換等 2,385,997,847

その他 846,570 △ 4,989,660

本年度純資産変動額 2,126,289,804 1,002,670,826

本年度末純資産残高 57,472,178,839 △ 23,339,825,205

2,385,997,847

△ 4,143,090

3,128,960,630

34,132,353,634

80,449

747,025,424

【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

31,003,393,004

△ 17,735,624,622

18,482,650,046

11,552,108,532

6,930,541,514



（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 842,269,302

-
△ 629,785,917

本年度資金収支額 252,651,962
前年度末資金残高 493,197,705
本年度末資金残高 745,849,667

80,510,174
15,909,461
96,419,635

1,391,151,000

133,842,079
980,455,267

6,600,000
-
-

△ 1,048,396,182

2,020,936,917
1,993,998,681

26,938,236
1,391,151,000

1,120,897,346

339,208,791
-

4,181,597,921
1,930,834,061

2,169,293,528
790,187,084

1,239,713,444
139,393,000

-
-

339,208,791

97,758,952
9,158,364,336
4,783,043,463
3,305,198,681

960,248,151
109,874,041

14,553,114,603
11,538,565,011
2,615,101,514

160,065,620
239,382,458

120,285,133

【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

16,464,669,672
7,306,305,336
3,085,898,133
4,002,363,118


