
*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 36,942,260,199 固定負債 15,062,780,400

有形固定資産 34,946,920,546 地方債 13,783,663,071
事業用資産 22,958,752,769 長期未払金 -

土地 6,411,933,835 退職手当引当金 1,276,616,697
立木竹 5,022,033,500 損失補償等引当金 -
建物 24,074,476,712 その他 2,500,632
建物減価償却累計額 △ 13,944,971,668 流動負債 1,784,616,979
工作物 1,953,065,433 1年内償還予定地方債 1,564,447,947
工作物減価償却累計額 △ 1,050,404,144 未払金 -
船舶 1 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 124,382,519
航空機 - 預り金 95,198,129
航空機減価償却累計額 - その他 588,384
その他 - 16,847,397,379
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 492,619,100 固定資産等形成分 37,937,646,875

インフラ資産 11,123,423,788 余剰分（不足分） △ 16,494,802,125
土地 82,437,732
建物 699,677,493
建物減価償却累計額 △ 414,788,779
工作物 34,837,138,272
工作物減価償却累計額 △ 24,406,957,510
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 325,916,580

物品 1,332,717,730
物品減価償却累計額 △ 467,973,741

無形固定資産 33,277,824
ソフトウェア 33,277,824
その他 -

投資その他の資産 1,962,061,829
投資及び出資金 323,680,107

有価証券 22,158,732
出資金 301,521,375
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 318,137,418
長期貸付金 340,058,106
基金 985,269,666

減債基金 161,468,349
その他 823,801,317

その他 -
徴収不能引当金 △ 5,083,468

流動資産 1,347,981,930
現金預金 321,717,277
未収金 34,122,824
短期貸付金 61,189,900
基金 934,196,776

財政調整基金 934,196,776
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 3,244,847 21,442,844,750

38,290,242,129 38,290,242,129

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（令和３年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 8,176,923,920
業務費用 4,865,382,295

人件費 1,855,045,364
職員給与費 1,448,846,111
賞与等引当金繰入額 124,382,519
退職手当引当金繰入額 83,411,332
その他 198,405,402

物件費等 2,889,231,840
物件費 1,304,931,919
維持補修費 186,045,183
減価償却費 1,398,254,738
その他 -

その他の業務費用 121,105,091
支払利息 72,458,690
徴収不能引当金繰入額 8,328,315
その他 40,318,086

移転費用 3,311,541,625
補助金等 1,563,922,368
社会保障給付 1,022,200,688
他会計への繰出金 723,807,539
その他 1,611,030

経常収益 430,452,823
使用料及び手数料 322,330,479
その他 108,122,344

純経常行政コスト △ 7,746,471,097
臨時損失 1,755,763,835

災害復旧事業費 56,381,861
資産除売却損 1,089,003
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,698,292,971

臨時利益 5,171,402
資産売却益 5,171,402
その他 -

純行政コスト △ 9,497,063,530

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 20,663,310,431 37,417,964,459 △ 16,754,654,028

純行政コスト（△） △ 9,497,063,530 △ 9,497,063,530

財源 10,171,025,625 10,171,025,625

税収等 6,003,369,618 6,003,369,618

国県等補助金 4,167,656,007 4,167,656,007

本年度差額 673,962,095 673,962,095

固定資産等の変動（内部変動） 414,110,192 △ 414,110,192

有形固定資産等の増加 1,833,274,047 △ 1,833,274,047

有形固定資産等の減少 △ 1,398,393,341 1,398,393,341

貸付金・基金等の増加 697,996,500 △ 697,996,500

貸付金・基金等の減少 △ 718,767,014 718,767,014

資産評価差額 24,684 24,684

無償所管換等 106,753,888 106,753,888

その他 △ 1,206,348 △ 1,206,348 -

本年度純資産変動額 779,534,319 519,682,416 259,851,903

本年度末純資産残高 21,442,844,750 37,937,646,875 △ 16,494,802,125

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 6,905,135,291

業務費用支出 3,593,593,666
人件費支出 1,989,847,988
物件費等支出 1,490,977,102
支払利息支出 72,458,690
その他の支出 40,309,886

移転費用支出 3,311,541,625
補助金等支出 1,563,922,368
社会保障給付支出 1,022,200,688
他会計への繰出支出 723,807,539
その他の支出 1,611,030

業務収入 7,948,991,536
税収等収入 5,990,019,725
国県等補助金収入 1,531,065,473
使用料及び手数料収入 324,286,256
その他の収入 103,620,082

臨時支出 1,755,763,832
災害復旧事業費支出 56,381,861
その他の支出 1,699,381,971

臨時収入 1,868,186,000
業務活動収支 1,156,278,413
【投資活動収支】

投資活動支出 2,208,159,529
公共施設等整備費支出 1,833,274,047
基金積立金支出 304,423,482
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 70,462,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,173,864,364
国県等補助金収入 768,404,534
基金取崩収入 310,311,011
貸付金元金回収収入 88,430,040
資産売却収入 5,310,002
その他の収入 1,408,777

投資活動収支 △ 1,034,295,165
【財務活動収支】

財務活動支出 1,567,410,203
地方債償還支出 1,566,743,871
その他の支出 666,332

財務活動収入 1,546,132,494
地方債発行収入 1,545,967,000
その他の収入 165,494

財務活動収支 △ 21,277,709
100,705,539
125,979,103
226,684,642

前年度末歳計外現金残高 15,440,496
本年度歳計外現金増減額 79,592,139
本年度末歳計外現金残高 95,032,635
本年度末現金預金残高 321,717,277

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


