
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 73,880,368,084 固定負債 20,659,587,400
有形固定資産 64,349,799,680 地方債 16,400,784,912
事業用資産 38,484,338,862 長期未払金 -
土地 15,543,172,479 退職手当引当金 3,833,149,370
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 46,128,398,006 その他 425,653,118
建物減価償却累計額 △ 25,005,077,004 流動負債 2,448,126,463
工作物 1,791,231,993 １年内償還予定地方債 1,993,497,765
工作物減価償却累計額 △ 972,033,798 未払金 -
船舶 24,012,599 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 22,461,768 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 221,005,072
航空機 - 預り金 233,623,626
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 1,541,182,474 23,107,713,863
その他減価償却累計額 △ 1,102,536,640 【純資産の部】
建設仮勘定 558,450,521 固定資産等形成分 76,217,237,094

インフラ資産 24,181,430,021 余剰分（不足分） △ 21,429,834,472

土地 4,544,421,162

建物 238,203,006

建物減価償却累計額 △ 106,993,155

工作物 45,238,655,547

工作物減価償却累計額 △ 28,349,162,689

その他 465,079,250

その他減価償却累計額 △ 144,485,915

建設仮勘定 2,295,712,815

物品 3,410,394,592

物品減価償却累計額 △ 1,726,363,795

無形固定資産 406,831,057

ソフトウェア 406,831,057

その他 -

投資その他の資産 9,123,737,347

投資及び出資金 5,265,181,782

有価証券 422,501,897

出資金 4,842,679,885

その他 -

投資損失引当金 △ 3,665,448,564

長期延滞債権 330,519,950

長期貸付金 345,009,882

基金 6,860,777,558

減債基金 -

その他 6,860,777,558

その他 -

徴収不能引当金 △ 12,303,261

流動資産 4,014,748,401

現金預金 1,529,139,216

未収金 154,687,478

短期貸付金 204,982,223

基金 2,131,886,787

財政調整基金 2,036,612,797

減債基金 95,273,990

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 5,947,303 54,787,402,622

77,895,116,485 77,895,116,485資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

一般会計等貸借対照表
（令和　３年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

経常費用 28,462,773,200
業務費用 11,101,490,833
人件費 4,019,696,784
職員給与費 3,258,034,447
賞与等引当金繰入額 221,005,072
退職手当引当金繰入額 -
その他 540,657,265

物件費等 5,462,919,092
物件費 3,106,002,091
維持補修費 5,391,900
減価償却費 2,329,833,101
その他 21,692,000

その他の業務費用 1,618,874,957
支払利息 92,056,750
徴収不能引当金繰入額 -
その他 1,526,818,207

移転費用 17,361,282,367
補助金等 9,031,629,626
社会保障給付 4,714,861,178
他会計への繰出金 3,612,152,377
その他 2,639,186

経常収益 926,645,977
使用料及び手数料 388,228,333
その他 538,417,644

純経常行政コスト 27,536,127,223
臨時損失 271,961,364
災害復旧事業費 250,048,843
資産除売却損 21,912,521
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 976,598
資産売却益 976,598
その他 -

純行政コスト 27,807,111,989

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 57,060,407,909 78,825,890,448 △ 21,765,482,539
純行政コスト（△） △ 27,807,111,989 △ 27,807,111,989
財源 25,175,229,047 25,175,229,047
税収等 13,548,760,328 13,548,760,328
国県等補助金 11,626,468,719 11,626,468,719

本年度差額 △ 2,631,882,942 △ 2,631,882,942
固定資産の変動（内部変動） △ 2,967,531,009 2,967,531,009
有形固定資産等の増加 2,974,975,683 △ 2,974,975,683
有形固定資産等の減少 △ 2,353,703,212 2,353,703,212
貸付金・基金等の増加 4,485,412,522 △ 4,485,412,522
貸付金・基金等の減少 △ 8,074,216,002 8,074,216,002

資産評価差額 8,647,182 8,647,182
無償所管換等 350,230,473 350,230,473
内部取引 - -
その他 - -
本年度純資産変動額 △ 2,273,005,287 △ 2,608,653,354 335,648,067
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 54,787,402,622 76,217,237,094 △ 21,429,834,472

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 26,128,579,097
業務費用支出 8,767,296,730
人件費支出 4,020,436,849
物件費等支出 3,133,085,991
支払利息支出 92,056,750
その他の支出 1,521,717,140

移転費用支出 17,361,282,367
補助金等支出 9,031,629,626
社会保障給付支出 4,714,861,178
他会計への繰出支出 3,612,152,377
その他の支出 2,639,186

業務収入 25,236,912,040
税収等収入 13,537,263,661
国県等補助金収入 10,954,773,719
使用料及び手数料収入 388,647,761
その他の収入 356,226,899

臨時支出 250,048,843
災害復旧事業費支出 250,048,843
その他の支出 -

臨時収入 241,885,000
業務活動収支 △ 899,830,900
【投資活動収支】
投資活動支出 7,004,411,547
公共施設等整備費支出 2,852,944,843
基金積立金支出 3,486,166,704
投資及び出資金支出 300,000
貸付金支出 665,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 8,191,245,413
国県等補助金収入 429,810,000
基金取崩収入 7,019,350,725
貸付金元金回収収入 739,150,500
資産売却収入 2,934,188
その他の収入 -

投資活動収支 1,186,833,866
【財務活動収支】
財務活動支出 2,482,959,959
地方債償還支出 2,333,513,303
その他の支出 149,446,656

財務活動収入 2,143,500,000
地方債発行収入 2,143,500,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 339,459,959
本年度資金収支額 △ 52,456,993
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 1,347,972,583
本年度末資金残高 1,295,515,590

前年度末歳計外現金残高 222,539,506
本年度歳計外現金増減額 11,084,120
本年度末歳計外現金残高 233,623,626
本年度末現金預金残高 1,529,139,216

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


