
(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

33,137,070,584 -

12,961,070,283 3,187,039,000

2,890,732,300 -

64,501,224,172 30,054,103,910

56,266,235,566 26,837,040,478

△ 104,058,363 -

2,451,600 -

△ 701,156 -

39,472,438,821 30,024,432

△ 23,107,616,893 3,408,666,122

938,562,425 3,135,148,031

- 23,025,668

- 負債合計 33,462,770,032

-

- -

- 195,545,347

- 54,947,076

839,201,040

△ 551,552,763

97,600,059,463

84,191,567 66,027,770,290

22,782,524,586 △ 32,858,277,684

1,808,682,576

3,774,200

2,124,232,822

△ 1,777,592,426

△ 76,917,639,930

-

-

8,201,208,529

270,790,299

114,500,000

33,780,077

33,780,077

-

6,547,974,478

-

6,547,974,478

-

156,290,299

-

△ 75,882,448

1,416,566,597

76,068,000

12,625,800

1,513,920,318

880,433,579

△ 34,308,397

2,131,038,466

526,947,403

81,827,952

△ 4,283,007 純資産合計 33,169,492,606

資産合計 66,632,262,638 負債及び純資産合計 66,632,262,638

633,486,739

-

-



(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

33,094,446,286 -

13,031,787,696 3,105,725,966

2,890,732,300 -

63,324,452,267 29,775,798,547

56,685,650,071 26,657,445,653

△ 166,327,029 -

2,451,600 -

△ 1,051,734 -

40,232,212,341 12,626,928

△ 23,996,035,120 3,436,781,323

1,066,698,025 3,147,249,825

- 17,474,908

- 負債合計 33,212,579,870

-

- -

- 229,562,817

- 42,493,773

1,139,424,040

△ 571,604,642

98,389,673,723

33,978,207 65,053,761,842

23,280,881,616 △ 32,490,304,225

1,829,868,457

133,432,798

2,193,720,880

△ 1,883,398,711

△ 77,639,912,760

-

-

6,620,870,908

263,442,278

114,500,000

17,931,288

17,931,288

-

4,993,959,427

-

4,993,959,427

-

148,942,278

-

△ 69,081,972

1,402,161,891

65,271,000

11,268,000

1,718,041,575

1,084,550,176

△ 34,881,716

2,451,585,220

660,868,256

65,571,017

△ 4,163,628 純資産合計 32,563,457,617

資産合計 65,776,037,487 負債及び純資産合計 65,776,037,487

633,491,399

-

-



(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

235,091,864

【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

28,691,208,968

10,892,491,578

3,899,110,221

2,859,341,828

229,562,817

10,576,518,154

575,113,712

6,696,049,683

4,409,927,115

444,864,443

1,841,258,125

-

297,331,674

149,653,315

29,641,907

118,036,452

17,798,717,390

-

3,726,141,242

3,488,552,798

7,505,196

520,592,109

167,803,978

352,788,131

28,170,616,859

304,318,220

280,192,007

3,888,800

-

20,237,413

6,800,476

-

6,800,476

28,468,134,603



(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 66,027,770,290 △ 32,858,277,684

純行政コスト（△） △ 28,468,134,603

財源 27,802,170,611

税収等 16,089,184,626

国県等補助金 11,712,985,985

本年度差額 △ 665,963,992

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,039,961,131 1,039,961,131

有形固定資産等の増加 2,183,103,634 △ 2,183,103,634

有形固定資産等の減少 △ 1,841,258,125 1,841,258,125

貸付金・基金等の増加 2,489,218,912 △ 2,489,218,912

貸付金・基金等の減少 △ 3,871,025,552 3,871,025,552

資産評価差額 -

無償所管換等 61,720,207

その他 4,232,476 △ 6,023,680

本年度純資産変動額 △ 974,008,448 367,973,459

本年度末純資産残高 65,053,761,842 △ 32,490,304,225

△ 665,963,992

【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

33,169,492,606

△ 28,468,134,603

27,802,170,611

16,089,184,626

11,712,985,985

-

61,720,207

△ 1,791,204

△ 606,034,989

32,563,457,617



（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

149,653,315

【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

26,871,493,300
9,072,775,910
3,946,405,785
4,858,680,358

280,192,007

118,036,452
17,798,717,390
10,576,518,154
3,726,141,242
3,488,552,798

7,505,196
21,422,500,569
16,080,893,431
4,811,892,251

168,622,898
361,091,989

4,369,079,287

280,192,007
-

6,287,492,900
558,308,162

4,590,494,594
2,183,103,634
1,095,680,859

11,393,101
1,300,317,000

-

2,967,655,000

613,600,834
2,445,574,653
1,309,903,800

-
-

△ 221,415,307

3,158,173,699
3,135,148,031

23,025,668
2,967,655,000

660,868,256

-
△ 190,518,699

本年度資金収支額 146,374,156
前年度末資金残高 472,000,327
本年度末資金残高 618,374,483

54,947,076
△ 12,453,303

42,493,773


