
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 107,517,034,913 固定負債 53,814,916,285
有形固定資産 99,533,398,430 地方債 53,794,068,282
事業用資産 80,195,846,678 長期未払金 -
土地 32,935,162,307 退職手当引当金 -
立木竹 1,448,058,300 損失補償等引当金 20,848,000
建物 112,704,315,732 その他 3
建物減価償却累計額 △ 69,012,131,478 流動負債 6,389,470,342
工作物 3,783,155,321 １年内償還予定地方債 5,739,331,906
工作物減価償却累計額 △ 1,740,255,804 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 575,947,258
航空機 - 預り金 74,191,178
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 7,346,900 60,204,386,627
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 70,195,400 固定資産等形成分 108,285,365,759

インフラ資産 16,147,570,849 余剰分（不足分） △ 56,581,955,992
土地 10,772,358,230
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 62,942,529,095
工作物減価償却累計額 △ 57,622,460,476
その他 154,000
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 54,990,000

物品 8,084,100,474
物品減価償却累計額 △ 4,894,119,571

無形固定資産 70,118,380
ソフトウェア 70,118,380
その他 -

投資その他の資産 7,913,518,103
投資及び出資金 646,091,900
有価証券 210,500,000
出資金 435,591,900
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 923,527,123
長期貸付金 1,124,978,445
基金 5,319,917,190
減債基金 969,909,903
その他 4,350,007,287

その他 -
徴収不能引当金 △ 100,996,555

流動資産 4,390,761,481
現金預金 1,144,136,430
未収金 511,551,113
短期貸付金 139,151,370
基金 2,648,213,311
財政調整基金 2,648,213,311
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 52,290,743 51,703,409,767

111,907,796,394 111,907,796,394

一般会計等貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：円）
金　　　額

経常費用 43,329,021,229
業務費用 20,424,364,998
人件費 8,711,061,757
職員給与費 7,846,964,112
賞与等引当金繰入額 578,787,341
退職手当引当金繰入額 -
その他 285,310,304

物件費等 11,140,705,586
物件費 7,495,812,538
維持補修費 324,733,540
減価償却費 3,299,913,074
その他 20,246,434

その他の業務費用 572,597,655
支払利息 241,014,832
徴収不能引当金繰入額 121,903,558
その他 209,679,265

移転費用 22,904,656,231
補助金等 12,914,231,280
社会保障給付 6,665,928,483
他会計への繰出金 3,133,624,869
その他 190,871,599

経常収益 1,588,328,005
使用料及び手数料 788,129,239
その他 800,198,766

純経常行政コスト △ 41,740,693,224
臨時損失 494,134,348
災害復旧事業費 466,713,329
資産除売却損 27,381,003
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 40,016

臨時利益 13,153,408
資産売却益 12,206,408
その他 947,000

純行政コスト △ 42,221,674,164

一般会計等行政コスト計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 51,348,813,890 111,374,803,534 △ 60,025,989,644
純行政コスト（△） △ 42,221,674,164 △ 42,221,674,164
財源 44,679,822,587 44,679,822,587
税収等 26,994,565,537 26,994,565,537
国県等補助金 17,685,257,050 17,685,257,050

本年度差額 2,458,148,423 2,458,148,423
固定資産の変動（内部変動） △ 1,321,557,944 1,321,557,944
有形固定資産等の増加 4,192,685,624 △ 4,192,685,624
有形固定資産等の減少 △ 3,327,941,660 3,327,941,660
貸付金・基金等の増加 594,563,604 △ 594,563,604
貸付金・基金等の減少 △ 2,780,865,512 2,780,865,512

資産評価差額 - -
無償所管換等 △ 588,702,009 △ 588,702,009
内部取引 - -
その他 △ 1,514,850,537 △ 1,514,850,537
本年度純資産変動額 354,595,877 △ 1,910,259,953 2,264,855,830
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 51,703,409,767 109,464,543,581 △ 57,761,133,814

一般会計等純資産変動計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 39,238,020,830
業務費用支出 16,333,364,599
人件費支出 8,132,274,416
物件費等支出 7,853,950,174
支払利息支出 241,014,832
その他の支出 106,125,177

移転費用支出 22,904,656,231
補助金等支出 12,914,231,280
社会保障給付支出 6,665,928,483
他会計への繰出支出 3,133,624,869
その他の支出 190,871,599

業務収入 43,329,254,385
税収等収入 25,833,127,857
国県等補助金収入 16,097,749,498
使用料及び手数料収入 782,474,140
その他の収入 615,902,890

臨時支出 466,713,329
災害復旧事業費支出 466,713,329
その他の支出 -

臨時収入 332,833,053
業務活動収支 3,957,353,279
【投資活動収支】
投資活動支出 5,873,931,728
公共施設等整備費支出 4,192,685,624
基金積立金支出 421,453,464
投資及び出資金支出 1,937,500
貸付金支出 1,257,855,140
その他の支出 -

投資活動収入 3,793,479,713
国県等補助金収入 1,016,324,270
基金取崩収入 1,449,111,855
貸付金元金回収収入 1,239,824,154
資産売却収入 88,219,434
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,080,452,015
【財務活動収支】
財務活動支出 5,671,414,085
地方債償還支出 5,671,414,085
その他の支出 -

財務活動収入 4,124,100,000
地方債発行収入 4,124,100,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,547,314,085
本年度資金収支額 329,587,179
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 740,358,073
本年度末資金残高 1,069,945,252

前年度末歳計外現金残高 74,191,178
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 74,191,178
本年度末現金預金残高 1,144,136,430

一般会計等資金収支計算書
自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


