
(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

107,420,742,269 8,295,824,303
102,287,410,478 7,287,583,303
10,279,461,350 -
2,127,407,965 1,008,241,000
2,869,697,370 -

18,580,985,338 -
△ 13,958,699,922 1,195,380,449

951,647,612 1,053,870,000
△ 395,821,013 -

- -
- -
- -
- 88,874,971
- 52,635,478
- -
- 負債合計 9,491,204,752
-

104,244,000 110,768,224,269
91,964,708,508 △ 9,221,761,029

203,430,055
187,211,501

△ 107,413,313
119,583,957,103

△ 27,966,113,050
-
-

63,636,212
1,071,103,377

△ 1,027,862,757
-
-
-

5,133,331,791
778,608,283

4,662,167
223,857,116
550,089,000

△ 80,947,464
11,689,107

119,141,028
4,305,274,700

-
4,305,274,700

-
△ 433,863

3,616,925,723
267,774,320

1,766,801
5,468,000

3,342,014,000
3,021,438,000

320,576,000
-
-

△ 97,398 純資産合計 101,546,463,240

資産合計 111,037,667,992 負債及び純資産合計 111,037,667,992



(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

105,896,732,765 7,975,660,840
101,042,585,711 6,960,082,840
10,999,591,743 -
2,122,344,598 1,015,578,000
2,869,697,370 -

19,552,373,988 -
△ 14,261,437,474 1,287,261,184

1,129,614,457 1,045,757,649
△ 423,802,196 -

- -
- -
- -
- 84,310,921
- 157,192,614
- -
- 負債合計 9,262,922,024
-

10,801,000 109,240,236,765
89,987,074,000 △ 8,810,674,078

204,088,870
187,211,501

△ 110,415,053
119,990,647,602

△ 30,358,587,029
-
-

74,128,109
1,095,058,407

△ 1,039,138,439
37,755,316
37,755,316

-
4,816,391,738

751,657,991
4,601,687

177,967,304
569,089,000

△ 19,527,808
7,415,549

52,960,600
4,024,274,700

-
4,024,274,700

-
△ 389,294

3,795,751,946
450,549,560

1,848,468
1,104,000

3,342,400,000
3,021,784,000

320,616,000
-
-

△ 150,082 純資産合計 100,429,562,687

資産合計 109,692,484,711 負債及び純資産合計 109,692,484,711



(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

【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

8,888,512,029

6,139,661,981

1,178,811,643

907,658,040

84,310,921

7,337,000

179,505,682

4,884,322,305

1,718,847,262

365,895,527

2,799,579,516

-

76,528,033

29,772,467

311,612

46,443,954

2,748,850,048

1,720,301,329

406,870,259

617,511,109

4,167,351

162,017,846

60,368,484

101,649,362

8,726,494,183

417,655,171

402,827,831

13,698,668

-

-

1,128,672

46,419,656

-

46,419,656

9,097,729,698



(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 110,768,224,269 △ 9,221,761,029

純行政コスト（△） △ 9,097,729,698

財源 7,964,978,920

税収等 5,785,879,533

国県等補助金 2,179,099,387

本年度差額 △ 1,132,750,778

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,590,257,385 1,590,257,385

有形固定資産等の増加 1,513,670,986 △ 1,513,670,986

有形固定資産等の減少 △ 2,857,016,570 2,857,016,570

貸付金・基金等の増加 361,972,801 △ 361,972,801

貸付金・基金等の減少 △ 608,884,602 608,884,602

資産評価差額 △ 60,480

無償所管換等 106,276,133

その他 △ 43,945,772 △ 46,419,656

本年度純資産変動額 △ 1,527,987,504 411,086,951

本年度末純資産残高 109,240,236,765 △ 8,810,674,078

【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

101,546,463,240

△ 9,097,729,698

7,964,978,920

5,785,879,533

2,179,099,387

△ 1,132,750,778

△ 60,480

106,276,133

△ 90,365,428

△ 1,116,900,553

100,429,562,687

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
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

【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

6,096,866,453
3,348,016,405
1,176,038,693
2,097,545,579

29,772,467
44,659,666

2,748,850,048
1,720,301,329

406,870,259
617,511,109

4,167,351
6,674,339,881
5,786,346,919

724,577,256
61,470,044

101,945,662
402,827,831
402,827,831

-
1,242,482,131
1,417,127,728

1,817,335,810
1,457,129,810

341,206,000
19,000,000

-
-

814,039,000
212,040,000
601,999,000

-
-
-

△ 1,003,296,810

1,046,895,814
1,046,895,814

-
711,283,000
711,283,000

-
△ 335,612,814

本年度資金収支額 78,218,104
前年度末資金残高 215,138,842
本年度末資金残高 293,356,946

52,635,478
104,557,136
157,192,614
450,549,560

科目 金額


