
（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 51,012,267,529

資産合計 59,703,676,817 負債及び純資産合計 59,703,676,817

483,764,547
-

12,749,235
△ 2,243,852

51,642,000
2,312,261,194
1,828,496,647

△ 2,676,456
3,798,733,823
1,299,475,381

124,849,865

2,509,741,992
-

2,509,741,992
-

74,822,000
-
-

76,309,446
24,780,000

2,727,766,790
119,611,808
44,789,808

39,863,266
37,874,580
1,988,686

9,924,676,877
1,443,803,479

△ 1,103,031,371

△ 9,444,761,461
-
-

2,414,803,707
△ 368,939,299
23,722,786,470

1,354,913,640 58,268,846,188
28,778,684,001 △ 7,256,578,659
2,530,117,707 -

- 15,224,798
- 負債合計 8,691,409,288
-

- -
- 81,960,137
- 60,580,064

△ 770,524,820 73,459,633
- -
- 16,778,120

20,245,029,722 1,492,890,164
△ 6,349,992,293 707,823,473

3,045,823,378 459,820,721

6,492,607,202 293,868,000
- -

55,904,942,994 7,983,585,815
53,137,312,938 6,196,827,651

【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

24,017,856,829 -



（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 54,369,233,457

資産合計 63,345,652,469 負債及び純資産合計 63,345,652,469

484,038,547
-

8,953,832
△ 14,010,022

1,600,000
2,052,737,194
1,568,698,647

△ 3,596,923
3,838,092,423
1,405,373,586

383,437,833

2,471,261,594
-

2,471,261,594
-

74,822,000
-
-

71,189,815
24,364,000

2,677,581,183
114,362,697
39,540,697

107,597,146
105,812,414

1,784,732

11,331,221,295
1,600,888,955

△ 1,165,491,119

△ 9,954,269,986
-
-

2,414,803,707
△ 434,001,522
25,175,579,657

168,754,140 61,561,897,240
31,276,100,835 △ 7,192,663,783
2,742,767,684 -

- 33,466,956
- 負債合計 8,976,419,012
-

- -
- 101,543,958
- 69,027,941

△ 971,015,909 60,386,260
- -
- 18,184,022

22,973,883,495 1,639,515,287
△ 6,800,659,436 747,000,872

3,068,375,738 464,391,735

6,571,545,018 312,093,000
- -

59,507,560,046 8,229,418,140
56,722,381,717 6,277,809,853

【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

25,010,883,046 -



（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

-

467,838

8,433,325,069

35,430,133

17,054,940

6,336,753

-

12,038,440

467,838

-

8,398,362,774

148,991,929

57,294,556

24,016,238

67,681,135

5,414,709,512

4,817,641,941

593,815,671

3,251,900

2,721,835,746

697,417,469

2,024,418,277

318,390

11,120,198,520

5,705,489,008

1,636,857,342

1,116,602,576

102,077,419

42,765,000

375,412,347

3,919,639,737

2,434,588,408

165,069,320

1,319,663,619

【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 58,268,846,188 △ 7,256,578,659 -

純行政コスト（△） △ 8,433,325,069

財源 11,863,370,974 -

税収等 4,690,804,418

国県等補助金 7,172,566,556

本年度差額 3,430,045,905 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,376,361,466 △ 3,376,361,466

有形固定資産等の増加 5,023,384,845 △ 5,023,384,845

有形固定資産等の減少 △ 1,329,661,772 1,329,661,772

貸付金・基金等の増加 988,971,875 △ 988,971,875

貸付金・基金等の減少 △ 1,306,333,482 1,306,333,482

資産評価差額 △ 5,249,111

無償所管換等 △ 40,920,414

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 37,140,889 10,230,437

本年度純資産変動額 3,293,051,052 63,914,876 -

本年度末純資産残高 61,561,897,240 △ 7,192,663,783 -

△ 40,920,414

-

-

△ 26,910,452

3,356,965,928

54,369,233,457

△ 5,249,111

51,012,267,529

△ 8,433,325,069

11,863,370,974

4,690,804,418

7,172,566,556

3,430,045,905

【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

59,024,681
8,486,806

67,511,487
1,405,373,586

57,184,750
本年度資金収支額 97,411,399
前年度末資金残高 1,240,450,700
本年度末資金残高 1,337,862,099

-

1,220,923,826
19,017,111

-
246,408,000

△ 702,968,073

488,867,970
460,499,504
28,368,466

546,052,720
546,052,720

3,652,101,000

3,835,459
2,827,269,294

743,194,722

5,841,418,010
4,917,772,582

917,945,428
-

5,700,000
-

5,138,449,937

17,054,940

66,361,428
5,414,709,512
4,817,641,941

593,815,671
3,251,900

7,670,551,081
4,164,492,535

810,889,000
704,961,432

1,990,208,114
20,890,399

57,294,556

【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

9,733,735,254
4,319,025,742
1,574,540,767
2,620,828,991


