
*出力条件
*会計年度 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,672,301 ※ 固定負債 1,904,708

有形固定資産 2,136,304 ※ 地方債等 1,559,338

事業用資産 471,311 ※ 長期未払金 11,754
土地 186,020 退職手当引当金 168,809

立木竹 6,253 損失補償等引当金 9,840
建物 607,120 その他 154,967

建物減価償却累計額 △ 355,609 流動負債 194,094

工作物 40,115 1年内償還予定地方債等 165,116
工作物減価償却累計額 △ 24,449 未払金 6,069

船舶 6,102 未払費用 221
船舶減価償却累計額 △ 4,367 前受金 3,825

浮標等 55 前受収益 0

浮標等減価償却累計額 △ 43 賞与等引当金 15,775
航空機 0 預り金 2,777

航空機減価償却累計額 0 その他 311
その他 0 2,098,802

その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

建設仮勘定 10,115 固定資産等形成分 2,717,748
インフラ資産 1,603,859 余剰分（不足分） △ 1,940,848

土地 345,017
建物 95,273

建物減価償却累計額 △ 45,332

工作物 1,904,046
工作物減価償却累計額 △ 920,084

その他 0
その他減価償却累計額 0

建設仮勘定 224,939

物品 125,190
物品減価償却累計額 △ 64,055

無形固定資産 57,733
ソフトウェア 2,995

その他 54,738

投資その他の資産 478,264
投資及び出資金 72,292

有価証券 11,414
出資金 60,878

その他 0

投資損失引当金 △ 10,890
長期延滞債権 3,196

長期貸付金 117,451
基金 292,048

減債基金 139,355

その他 152,693
その他 7,340

徴収不能引当金 △ 3,173
流動資産 203,401 ※

現金預金 143,438

未収金 4,935
短期貸付金 5,323

基金 40,124
財政調整基金 20,376

減債基金 19,748

棚卸資産 8,553
その他 1,238

徴収不能引当金 △ 211
繰延資産 - 776,901 ※

2,875,702 2,875,702 ※

※ 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 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 1,003,407 ※

業務費用 393,205 ※

人件費 211,547 ※

職員給与費 178,013
賞与等引当金繰入額 15,733
退職手当引当金繰入額 14,119
その他 3,681

物件費等 163,406 ※

物件費 85,092
維持補修費 14,499
減価償却費 63,480
その他 334

その他の業務費用 18,253
支払利息 7,334
徴収不能引当金繰入額 1,571
その他 9,348

移転費用 610,203 ※

補助金等 595,769
社会保障給付 14,179
他会計への繰出金 0
その他 254

経常収益 45,344
使用料及び手数料 32,031
その他 13,313

純経常行政コスト 958,064 ※

臨時損失 64,127
災害復旧事業費 53,850
資産除売却損 3,066
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 1,507

臨時利益 1,273
資産売却益 361
その他 912

純行政コスト 1,020,917 ※

※ 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 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 779,407 ※ 2,730,097 △ 1,950,689

純行政コスト（△） △ 1,020,917 △ 1,020,917

財源 1,024,328 1,024,328

税収等 620,405 620,405

国県等補助金 403,923 403,923

本年度差額 3,411 3,411

固定資産等の変動（内部変動） △ 6,229 6,229

有形固定資産等の増加 93,787 △ 93,787

有形固定資産等の減少 △ 75,060 75,060

貸付金・基金等の増加 194,084 △ 194,084

貸付金・基金等の減少 △ 219,040 219,040

資産評価差額 △ 4,316 △ 4,316

無償所管換等 △ 1,602 △ 1,602

その他 0 △ 201 201

本年度純資産変動額 △ 2,507 △ 12,348 9,842 ※

本年度末純資産残高 776,901 ※ 2,717,748 △ 1,940,848

※ 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 ： R02
*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 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 1,005,742 ※

業務費用支出 403,628
人件費支出 215,703
物件費等支出 96,750
支払利息支出 7,334
その他の支出 83,841

移転費用支出 602,113
補助金等支出 587,153
社会保障給付支出 14,181
他会計への繰出支出 0
その他の支出 779

業務収入 960,983
税収等収入 691,883
国県等補助金収入 223,409
使用料及び手数料収入 32,297
その他の収入 13,394

臨時支出 54,327
災害復旧事業費支出 51,589
その他の支出 2,738

臨時収入 129,055
業務活動収支 29,969
【投資活動収支】

投資活動支出 293,424 ※

公共施設等整備費支出 101,273
基金積立金支出 74,955
投資及び出資金支出 1,501
貸付金支出 115,695
その他の支出 1

投資活動収入 263,420 ※

国県等補助金収入 46,092
基金取崩収入 95,013
貸付金元金回収収入 118,612
資産売却収入 769
その他の収入 2,935

投資活動収支 △ 30,004
【財務活動収支】

財務活動支出 172,587
地方債償還支出 171,620
その他の支出 967

財務活動収入 184,176 ※

地方債発行収入 184,064
その他の収入 111

財務活動収支 11,589
11,554

129,108
140,662

前年度末歳計外現金残高 3,200
本年度歳計外現金増減額 △ 423
本年度末歳計外現金残高 2,776 ※

本年度末現金預金残高 143,438

※ 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


