
（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 - 純資産合計 36,628,062,272

資産合計 69,921,219,859 負債及び純資産合計 69,921,219,859

1,384,770,916
1,852,013

120,000
△ 5,009,282

6,600,000
3,848,094,602
2,463,323,686

△ 18,697,512
5,354,023,934
1,445,927,758

56,438,843

2,670,256,408
-

2,670,256,408
-

204,180,400
-
-

140,437,307
13,200,000

3,030,137,693
224,941,490
20,761,090

6,451,718
6,383,016

68,702

148,450,417
4,104,706,190

△ 2,522,183,801

△ 25,035,475,239
-
-

1,867,023,939
△ 372,060,171
50,465,619,256

155,113,160 68,421,890,527
33,741,472,142 △ 31,793,828,255
6,667,913,940 -

- 270,423,147
- 負債合計 33,293,157,587
-

- -
- 207,671,435
- 80,510,174

△ 976,418,022 47,881,788
- -
- 22,698

31,069,551,393 608,864,321
△ 19,326,583,693 2,999,992,462

1,988,365,766 2,393,483,220

12,869,442,679 2,905,476,000
427,140,700 -

64,567,195,925 30,293,165,125
61,530,606,514 26,778,824,804

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

26,206,611,983 -



（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 - 純資産合計 37,348,156,204

資産合計 71,932,932,444 負債及び純資産合計 71,932,932,444

1,413,462,312
1,341,664

140,000
△ 8,800,730

6,600,000
3,833,998,268
2,420,535,956

△ 15,617,417
5,888,896,085
1,987,476,579

68,140,304

2,900,023,121
-

2,900,023,121
-

204,180,400
-
-

111,525,657
7,446,570

3,227,515,870
224,137,939
19,957,539

35,763,230
35,694,528

68,702

49,202,075
4,402,001,861

△ 2,856,281,529

△ 26,044,346,335
-
-

2,191,021,656
△ 402,801,032
51,422,619,546

3,023,200 69,884,634,627
33,950,551,753 △ 32,536,478,423
6,734,855,843 -

- 263,128,621
- 負債合計 34,584,776,240
-

- -
- 205,412,138
- 96,419,635

△ 1,006,587,298 49,972,859
- -
- 17,013

32,926,571,503 2,916,053,223
△ 19,975,599,668 3,110,883,574

2,063,018,767 2,495,933,308

12,846,917,970 2,803,876,000
427,140,700 -

66,044,036,359 31,473,892,666
62,780,757,259 25,753,963,443

【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

27,284,485,174 -



（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

25,909

9,254,558

24,887,199,064

507,798,716

339,208,791

159,576,828

-

9,013,097

9,280,467

-

24,388,680,815

412,418,548

242,229,507

12,152,135

158,036,906

15,595,933,683

12,190,788,121

3,305,198,681

99,946,881

1,214,800,752

891,552,374

323,248,378

239,247,011

25,603,481,567

10,007,547,884

3,228,435,898

2,586,874,337

204,281,504

-

437,280,057

6,366,693,438

3,088,728,460

883,001,998

2,155,715,969

【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



（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 68,421,890,527 △ 31,793,828,255 -

純行政コスト（△） △ 24,887,199,064

財源 25,773,432,114 -

税収等 14,100,494,102

国県等補助金 11,672,938,012

本年度差額 886,233,050 -

固定資産等の変動（内部変動） 6,770,503,714 △ 6,770,503,714

有形固定資産等の増加 8,606,355,389 △ 8,606,355,389

有形固定資産等の減少 △ 2,158,145,979 2,158,145,979

貸付金・基金等の増加 1,415,671,021 △ 1,415,671,021

貸付金・基金等の減少 △ 1,093,376,717 1,093,376,717

資産評価差額 80,449

無償所管換等 2,385,997,847

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 7,693,837,910 5,141,620,496

本年度純資産変動額 1,462,744,100 △ 742,650,168 -

本年度末純資産残高 69,884,634,627 △ 32,536,478,423 -

2,385,997,847

-

-

△ 2,552,217,414

720,093,932

37,348,156,204

80,449

36,628,062,272

△ 24,887,199,064

25,773,432,114

14,100,494,102

11,672,938,012

886,233,050

【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



（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

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

1,987,476,579

△ 945,426,860
本年度資金収支額 525,639,360
前年度末資金残高 1,365,417,584
本年度末資金残高 1,891,056,944

-

1,024,394,267
6,600,000

44,091
1,251,454

△ 1,187,140,713

2,651,577,860
2,624,639,624

26,938,236
1,706,151,000
1,706,151,000

181,440,261

27,357,154
4,181,696,028
2,658,206,933

2,400,870,786
1,160,806,140
1,240,064,646

-
-
-

1,213,730,073

339,208,791

339,694,488
15,595,933,683
12,190,788,121
3,305,198,681

99,946,881
22,614,283,917
14,058,121,277
7,357,498,012

951,200,906
247,463,722
366,565,945

242,229,507

【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

23,771,207,067
8,175,273,384
3,228,630,960
4,364,718,429


