
(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

49,919,798,878 -

17,659,997,480 410,499,000

- -

129,435,084,825 19,952,457,297

124,041,041,094 19,490,980,199

△ 533,300,080 -

- -

- -

44,900,337,823 50,978,098

△ 15,493,535,931 2,486,150,750

1,577,946,326 2,050,185,816

- 69,681,423

- 負債合計 22,438,608,047

-

- -

- 169,083,356

- 197,200,155

404,128,942

△ 155,091,488

152,736,704,410

1,808,353,260 135,314,815,779

73,676,812,821 △ 20,658,873,721

2,320,268,319

451,818,196

1,173,778,339

△ 729,348,944

△ 82,081,015,558

-

-

5,287,734,865

1,213,955,686

69,454,095

106,308,866

106,308,866

-

3,928,966,352

-

3,928,966,352

-

290,830,660

853,670,931

-

152,098,930

-

-

5,879,730,954

2,629,790,204

△ 7,286,103

7,659,465,280

1,700,737,273

84,763,925

△ 5,766,872 純資産合計 114,655,942,058

資産合計 137,094,550,105 負債及び純資産合計 137,094,550,105

3,249,940,750

-

-



(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

50,142,175,857 -

17,760,773,705 452,798,000

- -

126,125,205,683 19,475,099,181

120,734,793,664 18,992,310,807

△ 612,271,109 -

- -

- -

44,084,589,473 29,990,374

△ 15,578,092,946 2,311,537,123

2,250,313,794 1,880,961,392

- 22,779,731

- 負債合計 21,786,636,304

-

- -

- 187,590,711

- 220,205,289

415,524,942

△ 164,972,071

151,301,311,150

2,236,862,940 131,726,357,578

70,214,519,605 △ 19,756,731,761

2,336,178,684

412,199,043

1,205,718,279

△ 827,620,077

△ 84,085,722,143

-

-

5,316,755,991

1,199,952,760

55,451,169

73,656,028

73,656,028

-

3,961,953,813

-

3,961,953,813

-

290,830,660

853,670,931

-

162,111,691

-

-

5,601,151,895

2,642,793,204

△ 7,262,273

7,631,056,438

1,924,138,214

112,300,844

△ 6,534,515 純資産合計 111,969,625,817

資産合計 133,756,262,121 負債及び純資産合計 133,756,262,121

2,958,358,691

-

-



(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

42,299,000

【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

27,768,215,155

11,754,614,613

2,888,052,621

2,320,601,879

187,590,711

10,764,577,162

337,561,031

8,602,314,289

3,829,233,771

446,482,844

4,326,597,674

-

264,247,703

146,767,405

9,704,697

107,775,601

16,013,600,542

-

3,853,415,988

1,388,739,372

6,868,020

871,283,908

167,901,172

703,382,736

26,896,931,247

313,506,347

1,815,000

310,348,378

-

1,342,969

21,999

21,999

-

27,210,415,595



(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 135,314,815,779 △ 20,658,873,721

純行政コスト（△） △ 27,210,415,595

財源 25,850,175,295

税収等 12,249,613,289

国県等補助金 13,600,562,006

本年度差額 △ 1,360,240,300

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,261,489,964 2,261,489,964

有形固定資産等の増加 3,277,212,368 △ 3,277,212,368

有形固定資産等の減少 △ 5,294,587,325 5,294,587,325

貸付金・基金等の増加 1,512,092,676 △ 1,512,092,676

貸付金・基金等の減少 △ 1,756,207,683 1,756,207,683

資産評価差額 △ 14,002,926

無償所管換等 △ 1,321,525,311

その他 8,560,000 892,296

本年度純資産変動額 △ 3,588,458,201 902,141,960

本年度末純資産残高 131,726,357,578 △ 19,756,731,761

△ 1,360,240,300

【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

114,655,942,058

△ 27,210,415,595

25,850,175,295

12,249,613,289

13,600,562,006

△ 1,321,525,311

9,452,296

△ 2,686,316,241

111,969,625,817

△ 14,002,926



（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

146,767,405

【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

23,572,428,429

7,558,827,887

2,827,246,266

4,477,038,615

1,815,000

107,775,601

16,013,600,542

10,764,577,162

3,853,415,988

1,388,739,372

6,868,020

16,956,938,671

12,196,606,185

3,882,103,000

171,166,522

707,062,964

3,358,978,506

1,815,000

-

8,040,496,006

1,423,191,248

3,845,091,004

2,418,249,096

1,420,251,908

-

6,590,000

-

1,382,292,000

1,677,963,000

1,674,403,506

6,590,000

22,000

-

△ 486,112,498

2,118,974,943

2,050,185,816

68,789,127

1,382,292,000

1,924,138,214

-

△ 736,682,943
本年度資金収支額 200,395,807

前年度末資金残高 1,503,537,118

本年度末資金残高 1,703,932,925

197,200,155

23,005,134

220,205,289


