
（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

【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

36,800,258,471 -

13,220,362,857 3,624,271,412

2,890,732,300 -

77,953,042,117 42,279,047,974

69,209,835,915 35,706,221,798

△ 104,058,363 150,525,170

2,451,600 58,921,029

△ 701,156 353,162

43,863,009,971 2,948,554,764

△ 24,094,292,730 4,365,590,059

938,562,425 3,678,659,049

- 123,465,006

- 負債合計 46,644,638,033

-

- -

- 290,556,560

- 63,110,083

2,084,230,289

△ 1,246,386,049

109,656,536,324

84,191,567 79,780,493,801

30,727,959,885 △ 44,300,946,747

1,931,364,632 -

54,853,242

6,112,740,449

△ 4,431,122,890

△ 81,752,638,553

-

-

8,677,773,196

271,438,299

114,500,000

65,433,006

37,502,189

27,930,817

6,762,431,883

-

6,762,431,883

-

156,938,299

-

△ 75,882,448

1,694,258,886

86,268,000

12,625,800

1,814,825,884

1,181,339,145

△ 60,741,424

4,171,142,970

1,693,022,087

640,309,377

- 純資産合計 35,479,547,054

資産合計 82,124,185,087 負債及び純資産合計 82,124,185,087

633,486,739

36,918,072

601,712

△ 27,159,962



（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

【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

36,655,124,450 -

13,291,080,270 3,568,482,493

2,890,732,300 -

86,808,359,478 50,931,109,184

79,506,040,508 39,462,895,969

△ 166,327,029 185,917,195

2,451,600 77,567,531

△ 1,051,734 933,990

44,622,783,491 7,899,730,722

△ 25,085,220,680 4,724,108,385

1,066,698,025 3,942,263,656

- 123,809,451

- 負債合計 55,655,217,569

-

- -

- 341,480,383

- 52,136,179

3,727,210,987

△ 1,338,116,522

119,011,847,339

33,978,207 88,838,634,800

40,669,322,504 △ 53,028,247,999

2,037,863,289 -

172,381,889

6,784,276,532

△ 4,602,682,978

△ 82,941,864,478

-

-

7,256,264,379

264,677,278

114,500,000

46,054,591

19,792,344

26,262,247

5,383,309,904

-

5,383,309,904

-

150,177,278

-

△ 69,081,972

1,659,434,014

74,271,000

11,268,000

2,019,007,322

1,385,515,923

△ 56,345,845

4,657,244,892

1,853,445,268

743,213,760

- 純資産合計 35,810,386,801

資産合計 91,465,604,370 負債及び純資産合計 91,465,604,370

633,491,399

51,341,648

583,072

△ 21,614,178



（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

【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

510,082,369

42,787,766,181

15,763,593,045

5,943,819,143

3,953,469,005

339,748,383

236,716,170

1,413,885,585

9,066,077,206

5,257,208,713

571,330,855

2,727,455,269

38,666,219,551

753,696,696

357,546,774

54,651,837

341,498,085

27,024,173,136

23,286,428,475

3,729,017,865

8,726,796

4,121,546,630

1,047,193,188

3,074,353,442

-

89,748,246

39,004,955,199

428,483,894

280,192,007

25,190,180

-

123,101,707

89,748,246

-



（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 79,780,493,801 △ 44,300,946,747 -

純行政コスト（△） △ 39,004,955,199

財源 38,448,810,089 -

税収等 19,714,484,233

国県等補助金 18,734,325,856

本年度差額 △ 556,145,110 -

固定資産等の変動（内部変動） 8,992,188,316 △ 8,992,188,316

有形固定資産等の増加 12,963,862,620 △ 12,963,862,620

有形固定資産等の減少 △ 2,748,756,649 2,748,756,649

貸付金・基金等の増加 2,776,820,001 △ 2,776,820,001

貸付金・基金等の減少 △ 3,999,737,656 3,999,737,656

資産評価差額 -

無償所管換等 61,720,207

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 4,232,476 821,032,174

本年度純資産変動額 9,058,140,999 △ 8,727,301,252 -

本年度末純資産残高 88,838,634,800 △ 53,028,247,999 -

【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

-

35,479,547,054

△ 39,004,955,199

38,448,810,089

19,714,484,233

18,734,325,856

△ 556,145,110

61,720,207

-

-

825,264,650

330,839,747

35,810,386,801



（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

357,546,774

【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

40,252,589,415
13,228,416,279
5,988,991,615
6,303,472,274

280,192,007

578,405,616
27,024,173,136
23,286,428,475
3,729,017,865

8,726,796
35,517,279,887
19,462,805,061
11,821,545,122
1,094,609,882
3,138,319,822

396,120,379

786,539,834

115,928,372
6,382,127,670
1,250,697,763

5,415,860,686
2,946,378,916
1,155,582,579

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

2,189,090
4,671,089,776

698,596,000

2,465,574,653
1,309,903,800

-
109,071,489

△ 744,770,910

3,999,301,369
3,904,481,256

94,820,113
3,666,251,000
2,967,655,000

本年度資金収支額 172,876,484
前年度末資金残高 1,638,075,011
本年度末資金残高 1,810,951,495

54,947,076
△ 12,453,303

42,493,773
1,853,445,268

△ 333,050,369


