
（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 160,971,681,782

資産合計 249,176,273,632 負債及び純資産合計 249,176,273,632

899,809,179
41,594,569

310,717,937
△ 43,321,391

1,233,000
4,181,432,125
3,281,622,946

△ 64,384,485
14,315,010,666
7,725,872,436
2,097,481,990

6,615,856,491
-

6,615,856,491
142,400,966

225,062,000
-

△ 3,148,724
1,090,062,309

311,200,747

8,336,938,304
244,951,000
19,889,000

1,619,299,343
99,872,588

1,519,426,755

606,997,564
17,633,490,697

△ 11,681,934,682

△ 140,196,143,243
-
-

1,948,070,645
△ 623,082,025

250,069,796,255

575,254,865 239,043,928,091
125,361,690,977 △ 78,072,246,309
13,556,051,781 -

- 120,452,650
319,755,922 負債合計 88,204,591,850

△ 302,583,260

- -
- 760,170,255
- 125,784,311

△ 12,600,189,836 447,040,362
50,966,135 403,397,504

△ 43,787,458 -

84,370,459,588 17,639,171,023
△ 46,231,038,712 8,185,811,483

21,802,903,632 6,328,966,401

43,588,598,251 5,843,521,743
2,061,439,200 -

234,861,262,966 80,018,780,367
224,905,025,319 56,536,087,601

【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

93,591,778,327 -



（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

-

8,026,765

63,457,123,096

861,508,019

222,757,998

580,786,756

-

57,963,265

8,026,765

-

62,603,641,842

1,359,806,505

505,178,370

151,103,011

703,525,124

39,913,794,302

30,073,410,532

9,809,727,953

30,655,817

10,431,512,382

9,342,013,209

1,089,499,173

-

73,035,154,224

33,121,359,922

11,897,135,846

7,489,172,764

755,142,124

474,053,925

3,178,767,033

19,864,417,571

10,964,153,936

906,850,640

7,993,412,995

【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 307,180,620,447 △ 79,236,365,683 -

純行政コスト（△） △ 63,457,123,096

財源 61,764,765,214 -

税収等 30,922,077,473

国県等補助金 30,842,687,741

本年度差額 △ 1,692,357,882 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,796,803,313 3,796,803,313

有形固定資産等の増加 5,832,582,367 △ 5,832,582,367

有形固定資産等の減少 △ 9,006,238,995 9,006,238,995

貸付金・基金等の増加 1,924,987,066 △ 1,924,987,066

貸付金・基金等の減少 △ 2,548,133,751 2,548,133,751

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 65,106,387,694

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 766,498,651 △ 940,326,057

本年度純資産変動額 △ 68,136,692,356 1,164,119,374 -

本年度末純資産残高 239,043,928,091 △ 78,072,246,309 -

△ 65,106,387,694

-

-

△ 173,827,406

△ 66,972,572,982

160,971,681,782

-

227,944,254,764

△ 63,457,123,096

61,764,765,214

30,922,077,473

30,842,687,741

△ 1,692,357,882

【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

108,676,415
16,235,694

124,912,109
7,725,872,436

△ 819,373,724
本年度資金収支額 1,325,475,635
前年度末資金残高 6,275,484,692
本年度末資金残高 7,600,960,327

390,192,596

1,670,070,142
38,226,939

500,000,000
183,912,921

△ 2,667,390,731

6,805,957,320
6,494,702,626

311,254,694
5,986,583,596
5,596,391,000

1,413,438,098

42,039,155
10,967,316,831
4,812,240,090

6,473,038,831
5,342,107,654
1,093,931,177

-
37,000,000

-
3,805,648,100

222,757,998

727,509,555
39,913,794,302
30,073,410,532
9,809,727,953

30,655,817
59,131,616,410
29,794,676,404
18,927,779,745
9,448,389,951

960,770,310
264,797,153

505,178,370

【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

65,021,895,998
25,108,101,696
11,870,553,712
12,004,860,059


