
*出力条件
*会計年度 ： R2
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*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 42,535,071,568 固定負債 19,009,265,455

有形固定資産 39,794,716,927 地方債等 15,822,758,177
事業用資産 24,153,743,266 長期未払金 0

土地 6,599,851,179 退職手当引当金 1,662,223,470
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 5,022,033,500 その他 1,524,283,808
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 2,075,142,973
建物 25,192,312,123 1年内償還予定地方債等 1,697,565,255
建物減価償却累計額 △ 14,526,495,770 未払金 68,533,788
建物減損損失累計額 0 未払費用 0
工作物 2,681,798,933 前受金 0
工作物減価償却累計額 △ 1,308,375,800 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 161,775,637
船舶 1 預り金 96,679,909
船舶減価償却累計額 0 その他 50,588,384
船舶減損損失累計額 0 21,084,408,428
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 43,531,844,311
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 20,066,075,673
航空機 0
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 492,619,100

インフラ資産 14,409,899,408
土地 134,154,821
土地減損損失累計額 0
建物 951,221,293
建物減価償却累計額 △ 480,627,227
建物減損損失累計額 0
工作物 40,356,525,529
工作物減価償却累計額 △ 26,955,217,734
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 403,842,726

物品 2,400,681,979
物品減価償却累計額 △ 1,169,607,726
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 386,689,016
ソフトウェア 33,277,824
その他 353,411,192

投資その他の資産 2,353,665,625
投資及び出資金 293,680,107

有価証券 22,158,732
出資金 271,521,375
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 340,106,209
長期貸付金 340,058,106
基金 1,386,521,487

減債基金 161,468,349
その他 1,225,053,138

その他 0
徴収不能引当金 △ 6,700,284

流動資産 2,015,105,498
現金預金 898,252,962
未収金 121,730,172
短期貸付金 61,189,900
基金 935,582,843

財政調整基金 935,582,843
減債基金 0

棚卸資産 2,064,505
その他 2,039,700
徴収不能引当金 △ 5,754,584

繰延資産 0 23,465,768,638

44,550,177,066 44,550,177,066

※ 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。

全体貸借対照表
（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 ： 全体
*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 12,684,155,540
業務費用 5,977,897,566

人件費 2,368,125,425
職員給与費 1,860,964,392
賞与等引当金繰入額 160,104,637
退職手当引当金繰入額 130,397,045
その他 216,659,351

物件費等 3,388,492,962
物件費 1,596,015,491
維持補修費 210,707,021
減価償却費 1,581,770,450
その他 0

その他の業務費用 221,279,179
支払利息 94,784,476
徴収不能引当金繰入額 11,846,477
その他 114,648,226

移転費用 6,706,257,974
補助金等 5,644,783,734
社会保障給付 1,024,107,282
他会計への繰出金 0
その他 37,366,958

経常収益 1,144,218,531
使用料及び手数料 539,491,149
その他 604,727,382

純経常行政コスト △ 11,539,937,009
臨時損失 1,767,126,473

災害復旧事業費 56,381,861
資産除売却損 10,404,641
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 1,700,339,971

臨時利益 5,171,402
資産売却益 5,171,402
その他 0

純行政コスト △ 13,301,892,080

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 ： 全体
*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 22,737,876,290 42,772,992,880 △ 20,035,116,590

純行政コスト（△） △ 13,301,892,080 △ 13,301,892,080

財源 13,882,268,021 13,882,268,021

税収等 7,328,085,125 7,328,085,125

国県等補助金 6,554,182,896 6,554,182,896

本年度差額 580,375,941 580,375,941

固定資産等の変動（内部変動） 653,875,859 △ 653,875,859

有形固定資産等の増加 2,259,388,134 △ 2,259,388,134

有形固定資産等の減少 △ 1,591,224,691 1,591,224,691

貸付金・基金等の増加 728,244,540 △ 728,244,540

貸付金・基金等の減少 △ 742,532,124 742,532,124

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 40,737,835 △ 1,803,000 42,540,835

本年度純資産変動額 727,892,348 758,851,431 △ 30,959,083

本年度末純資産残高 23,465,768,638 43,531,844,311 △ 20,066,075,673

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 ： 全体
*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 11,123,288,901

業務費用支出 4,417,030,927
人件費支出 2,452,889,169
物件費等支出 1,755,044,724
支払利息支出 94,784,476
その他の支出 114,312,558

移転費用支出 6,706,257,974
補助金等支出 5,644,783,734
社会保障給付支出 1,024,107,282
他会計への繰出支出 0
その他の支出 37,366,958

業務収入 12,444,447,382
税収等収入 7,313,490,630
国県等補助金収入 3,917,592,362
使用料及び手数料収入 596,762,375
その他の収入 616,602,015

臨時支出 1,757,810,832
災害復旧事業費支出 56,381,861
その他の支出 1,701,428,971

臨時収入 1,868,186,000
業務活動収支 1,431,533,649
【投資活動収支】

投資活動支出 2,492,408,356
公共施設等整備費支出 2,110,983,043
基金積立金支出 310,963,313
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 70,462,000
その他の支出 0

投資活動収入 1,304,614,364
国県等補助金収入 869,332,534
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 31,230,777

投資活動収支 △ 1,187,793,992
【財務活動収支】

財務活動支出 1,733,736,761
地方債償還支出 1,692,377,293
その他の支出 41,359,468

財務活動収入 1,666,414,274
地方債発行収入 1,664,767,000
その他の収入 1,647,274

財務活動収支 △ 67,322,487
176,417,170
626,803,157
803,220,327

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 898,252,962

※ 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

全体資金収支計算書
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


