
(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

30,060,612,381 11,290,760,601
27,490,810,898 10,103,569,601
14,424,414,156 -

7,232,846,066 1,179,783,000
117,860,000 7,408,000

19,207,318,702 -
△ 12,573,284,608 1,680,994,095

1,162,706,535 1,391,151,821
△ 739,032,539 -

- -
- -
- -
- 128,950,583
- 160,891,691
- -
- 負債合計 12,971,754,696
-

16,000,000 31,235,390,697
12,985,514,148 △ 12,327,086,685

549,435,484
572,499,252

△ 523,472,967
27,832,502,462

△ 15,608,743,060
-
-

163,292,977
364,539,340

△ 283,656,746
61,261,200
61,261,200

-
2,508,540,283

153,772,000
-

153,772,000
-
-

199,454,112
4,833,500

2,154,837,452
-

2,154,837,452
-

△ 4,356,781
1,819,446,327

610,727,982
37,244,025

1,440,000
1,173,338,316

886,024,034
287,314,282

-
-

△ 3,303,996 純資産合計 18,908,304,012
資産合計 31,880,058,708 負債及び純資産合計 31,880,058,708



(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

10,808,917,351

5,237,633,932

1,966,517,742

1,493,843,946

128,950,583

-

343,723,213

3,112,471,593

1,913,937,664

105,277,400

1,093,256,529

-

158,644,597

87,076,103

3,809,107

67,759,387

5,571,283,419

3,141,672,488

1,352,861,889

1,075,115,999

1,633,043

600,614,311

163,730,065

436,884,246

10,208,303,040

200,388,576

167,779,968

31,743,800

-

-

864,808

14,827,000

-

14,827,000

10,393,864,616



(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 31,816,504,797 △ 13,799,980,004

純行政コスト（△） △ 10,393,864,616

財源 11,312,794,822

税収等 7,011,184,374

国県等補助金 4,301,610,448

本年度差額 918,930,206

固定資産等の変動（内部変動） △ 552,942,893 552,942,893

有形固定資産等の増加 469,968,932 △ 469,968,932

有形固定資産等の減少 △ 1,093,256,529 1,093,256,529

貸付金・基金等の増加 899,316,881 △ 899,316,881

貸付金・基金等の減少 △ 828,972,177 828,972,177

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 31,086,417

その他 2,915,210 1,020,220

本年度純資産変動額 △ 581,114,100 1,472,893,319

本年度末純資産残高 31,235,390,697 △ 12,327,086,685

【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

18,016,524,793

△ 10,393,864,616

11,312,794,822

7,011,184,374

4,301,610,448

918,930,206

-

△ 31,086,417

3,935,430

891,779,219

18,908,304,012

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

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

【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

9,742,420,360

4,171,136,941

1,965,342,587

2,050,958,864

87,076,103

67,759,387

5,571,283,419

3,141,672,488

1,352,861,889

1,075,115,999

1,633,043

8,874,336,456

6,995,467,916

1,535,168,868

161,676,865

182,022,807

167,779,968

167,779,968

-

2,590,427,480

1,554,563,608

1,345,599,814

469,968,932

874,610,882

-

1,020,000

-

978,693,749

176,014,100

801,883,969

795,680

-

-

△ 366,906,065

1,731,007,006

1,731,007,006

-

491,022,000

491,022,000

-

△ 1,239,985,006
本年度資金収支額 △ 52,327,463
前年度末資金残高 502,163,754
本年度末資金残高 449,836,291

149,443,359

11,448,332

160,891,691

610,727,982

科目 金額


