
（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

49,919,798,878 -

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

- -

152,234,816,724 41,958,987,416

147,086,041,485 24,785,603,990

△ 533,300,080 222,313,466

- -

- -

44,900,337,823 16,762,884,426

△ 15,493,535,931 3,132,845,787

1,577,946,326 2,197,972,710

- 317,522,920

- 負債合計 45,091,833,203

-

- -

- 174,779,153

- 220,257,538

1,325,976,855

△ 221,429,739

179,148,526,943

1,808,353,260 158,114,548,674

95,771,335,932 △ 42,210,686,958

2,824,679,655 -

553,554,361

3,180,610,021

△ 1,785,703,346

△ 87,859,972,143

-

-

4,565,205,958

360,284,755

69,454,095

583,569,281

114,065,988

469,503,293

3,967,969,352

-

3,967,969,352

5,141,000

290,830,660

-

-

244,240,911

-

-

5,879,731,950

2,629,791,200

△ 12,430,060

8,760,878,195

2,443,329,460

341,206,047

- 純資産合計 115,903,861,716

資産合計 160,995,694,919 負債及び純資産合計 160,995,694,919

3,249,940,750

542,010

104,639,000

△ 8,570,272



（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

50,142,175,857 -

17,760,773,705 459,558,000

- -

148,863,406,941 41,166,291,350

143,732,999,120 24,166,070,926

△ 612,271,109 328,418,541

- -

- -

44,084,589,473 16,540,662,424

△ 15,578,092,946 3,207,591,533

2,250,313,794 2,035,009,129

- 405,394,690

- 負債合計 44,373,882,883

-

- -

- 195,076,329

- 243,692,844

1,345,301,140

△ 258,905,963

178,215,636,530

2,236,862,940 154,464,559,832

92,147,266,965 △ 41,146,058,501

2,840,590,020 -

506,358,500

3,489,548,457

△ 2,045,992,159

△ 90,501,713,262

-

-

4,588,020,125

346,281,829

55,451,169

542,387,696

78,755,443

463,632,253

3,994,317,813

-

3,994,317,813

5,670,000

290,830,660

-

-

252,328,982

-

-

5,601,152,891

2,642,794,200

△ 10,578,499

8,828,977,273

2,767,136,011

468,089,294

- 純資産合計 113,318,501,331

資産合計 157,692,384,214 負債及び純資産合計 157,692,384,214

2,958,358,691

477,410

150,000

△ 8,028,333



（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

102,729,274

34,370,334,674

14,085,598,606

3,120,818,108

2,462,487,260

201,843,329

49,059,000

407,428,519

10,337,576,974

4,519,678,481

520,910,387

5,194,258,832

32,420,652,277

627,203,524

239,379,374

11,042,803

376,781,347

20,284,736,068

16,427,599,653

3,853,415,988

3,720,427

1,949,682,397

1,185,391,248

764,291,149

21,999

292,013

32,744,207,699

323,869,434

1,815,000

320,640,606

-

1,413,828

314,012

-



（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 158,114,548,674 △ 42,210,686,958 -

純行政コスト（△） △ 32,744,207,699

財源 31,484,860,563 -

税収等 13,957,689,609

国県等補助金 17,527,170,954

本年度差額 △ 1,259,347,136 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,316,381,605 2,316,381,605

有形固定資産等の増加 4,099,842,072 △ 4,099,842,072

有形固定資産等の減少 △ 6,172,540,711 6,172,540,711

貸付金・基金等の増加 1,566,760,272 △ 1,566,760,272

貸付金・基金等の減少 △ 1,810,443,238 1,810,443,238

資産評価差額 △ 14,002,926

無償所管換等 △ 1,321,525,311

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 1,921,000 7,593,988

本年度純資産変動額 △ 3,649,988,842 1,064,628,457 -

本年度末純資産残高 154,464,559,832 △ 41,146,058,501 -

【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

113,318,501,331

△ 14,002,926

115,903,861,716

△ 32,744,207,699

31,484,860,563

13,957,689,609

17,527,170,954

△ 1,259,347,136

△ 1,321,525,311

-

-

9,514,988

△ 2,585,360,385



（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

239,379,374

【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

29,200,871,147

8,916,135,079

3,050,842,932

5,249,004,011

1,815,000

376,908,762

20,284,736,068

16,427,599,653

3,853,415,988

3,720,427

23,016,106,504

13,258,749,501

7,808,711,948

1,182,390,243

766,254,812

12,178,087

2,115,739,001

10,363,087

8,168,241,224

1,971,298,494

4,657,771,590

3,221,276,189

1,429,005,401

-

6,590,000

900,000

3,894,412,672

-

1,683,156,999

6,961,000

22,000

88,533,672

△ 763,358,918

2,492,330,159

2,421,432,019

70,898,140

1,585,192,000

1,585,192,000

本年度資金収支額 300,801,417

前年度末資金残高 2,246,129,305

本年度末資金残高 2,546,930,722

197,200,155

23,005,134

220,205,289

2,767,136,011

△ 907,138,159


