
*出力条件
*会計年度 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,374,942 ※ 固定負債 1,688,546

有形固定資産 1,800,262 ※ 地方債 1,497,963

事業用資産 470,925 長期未払金 11,754
土地 185,937 退職手当引当金 168,803

立木竹 6,253 損失補償等引当金 9,840
建物 607,120 その他 186

建物減価償却累計額 △ 355,609 流動負債 181,146 ※

工作物 40,115 1年内償還予定地方債 157,849
工作物減価償却累計額 △ 24,449 未払金 1,734

船舶 6,102 未払費用 221
船舶減価償却累計額 △ 4,367 前受金 3,294

浮標等 55 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 △ 43 賞与等引当金 15,692
航空機 - 預り金 2,326

航空機減価償却累計額 - その他 31
その他 - 1,869,693 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 9,811 固定資産等形成分 2,420,373
インフラ資産 1,317,435 余剰分（不足分） △ 1,764,510

土地 314,717
建物 64,654

建物減価償却累計額 △ 34,370

工作物 1,546,583
工作物減価償却累計額 △ 784,087

その他 -
その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 209,938

物品 32,519
物品減価償却累計額 △ 20,616

無形固定資産 3,236
ソフトウェア 2,995

その他 241

投資その他の資産 571,444
投資及び出資金 166,132

有価証券 11,414
出資金 60,858

その他 93,860

投資損失引当金 △ 10,890
長期延滞債権 3,196

長期貸付金 121,633
基金 287,210

減債基金 139,355

その他 147,855
その他 7,340

徴収不能引当金 △ 3,177
流動資産 150,612 ※

現金預金 101,812

未収金 2,343
短期貸付金 5,306

基金 40,124
財政調整基金 20,376

減債基金 19,748

棚卸資産 51
その他 1,188

徴収不能引当金 △ 211 655,862 ※

2,525,555 ※ 2,525,555

※ 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 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 799,202
業務費用 364,419 ※

人件費 210,569
職員給与費 177,115
賞与等引当金繰入額 15,654
退職手当引当金繰入額 14,119
その他 3,681

物件費等 138,707
物件費 78,734
維持補修費 13,450
減価償却費 46,523
その他 -

その他の業務費用 15,143 ※

支払利息 6,421
徴収不能引当金繰入額 1,573
その他 7,150

移転費用 434,783 ※

補助金等 407,770
社会保障給付 14,179
他会計への繰出金 12,596
その他 237

経常収益 25,820
使用料及び手数料 13,277
その他 12,543

純経常行政コスト 773,382
臨時損失 62,805

災害復旧事業費 53,783
資産除売却損 3,060
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 5,704
その他 258

臨時利益 521
資産売却益 316
その他 205

純行政コスト 835,667 ※

※ 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 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 666,091 2,427,414 △ 1,761,323

純行政コスト（△） △ 835,667 △ 835,667

財源 831,556 831,556

税収等 564,170 564,170

国県等補助金 267,386 267,386

本年度差額 △ 4,111 △ 4,111

固定資産等の変動（内部変動） 3,816 △ 3,816

有形固定資産等の増加 80,244 △ 80,244

有形固定資産等の減少 △ 51,494 51,494

貸付金・基金等の増加 194,083 △ 194,083

貸付金・基金等の減少 △ 219,017 219,017

資産評価差額 △ 4,216 △ 4,216

無償所管換等 △ 1,902 △ 1,902

その他 0 △ 4,739 4,739

本年度純資産変動額 △ 10,228 ※ △ 7,041 △ 3,187 ※

本年度末純資産残高 655,862 ※ 2,420,373 △ 1,764,510

※ 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 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 819,313 ※

業務費用支出 392,148 ※

人件費支出 214,726
物件費等支出 89,311
支払利息支出 6,421
その他の支出 81,689

移転費用支出 427,165
補助金等支出 400,151
社会保障給付支出 14,181
他会計への繰出支出 12,596
その他の支出 237

業務収入 757,258
税収等収入 637,540
国県等補助金収入 93,841
使用料及び手数料収入 13,268
その他の収入 12,609

臨時支出 53,362
災害復旧事業費支出 51,589
その他の支出 1,773

臨時収入 128,469
業務活動収支 13,053 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 285,509

公共施設等整備費支出 93,305
基金積立金支出 74,954
投資及び出資金支出 1,554
貸付金支出 115,695
その他の支出 1

投資活動収入 260,761 ※

国県等補助金収入 44,192
基金取崩収入 95,013
貸付金元金回収収入 118,595
資産売却収入 460
その他の収入 2,500

投資活動収支 △ 24,748
【財務活動収支】

財務活動支出 166,878
地方債償還支出 163,852
その他の支出 3,026

財務活動収入 182,806 ※

地方債発行収入 180,692
その他の収入 2,113

財務活動収支 15,928
4,233

95,253
99,485 ※

前年度末歳計外現金残高 2,699
本年度歳計外現金増減額 △ 373
本年度末歳計外現金残高 2,326
本年度末現金預金残高 101,812 ※

※ 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


