
財務諸表　一般会計等決算

貸借対照表
令和３年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

10,926,503 2,937,607

（うち投資など） 2,487,519

流動負債
308,881

負債合計 3,246,488

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 11,440,250

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

700,517 余剰分（不足分） △ 3,059,718

（うち現金預金） 178,819 純資産合計 8,380,532

資産合計 11,627,020 負債及び純資産合計 11,627,020

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　令和２年 ４月１日 自　令和２年 ４月１日

至　令和３年３月３１日 （単位：万円） 至　令和３年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,201,654

人にかかるコスト 純行政コスト △ 2,827,155

人件費、賞与引当金繰入額など 439,489 税収等 1,891,722

物にかかるコスト 補助金 1,114,425

電気料、修理など維持補修費など 970,261 寄附等 △ 114

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,380,532

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

1,461,943

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

26,826
自　令和２年 ４月１日
至　令和３年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 2,898,519 前年度末現金預金残高 139,504

使用料・手数料 33,233 資金増減額 33,513

分担金・負担金・寄附金など 82,630 業務活動収支 421,616

経常収益 115,863 投資活動収支 △ 205,320

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 182,783

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 44,499 歳計外現金増減額 5,802

臨時損失 44,499 本年度末現金預金残高 178,819

（差引）純行政コスト 2,827,155

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表　全体会計決算

貸借対照表
令和３年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

14,951,592 6,232,594

（うち投資など） 1,717,255

流動負債
495,781

負債合計 6,728,375

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 15,465,338

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,378,431 余剰分（不足分） △ 5,863,690

（うち現金預金） 700,412

繰延資産 0 純資産合計 9,601,648

資産合計 16,330,023 負債及び純資産合計 16,330,023

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　令和２年 ４月１日 自　令和２年 ４月１日

至　令和３年３月３１日 （単位：万円） 至　令和３年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 9,438,179

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,927,739

人件費、賞与引当金繰入額など 556,849 税収等 2,473,704

物にかかるコスト 補助金 1,601,164

電気料、修理など維持補修費など 1,417,193 寄附等 16,340

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 9,601,648

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

2,268,929

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

72,794
自　令和２年 ４月１日
至　令和３年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 4,315,765 前年度末現金預金残高 657,395

使用料・手数料 310,418 資金増減額 37,215

分担金・負担金・寄附金など 125,354 業務活動収支 590,009

経常収益 435,772 投資活動収支 △ 240,120

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 312,674

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 47,746 歳計外現金増減額 5,802

臨時損失 47,746 本年度末現金預金残高 700,412

（差引）純行政コスト 3,927,739

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表　連結会計決算

貸借対照表
令和３年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

14,964,125 6,270,336

（うち投資など） 1,715,386

流動負債
503,226

負債合計 6,773,562

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 15,478,069

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,515,067 余剰分（不足分） △ 5,774,443

（うち現金預金） 762,826 他団体出資等分 2,004

繰延資産 0 純資産合計 9,705,630

資産合計 16,479,192 負債及び純資産合計 16,479,192

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　令和２年 ４月１日 自　令和２年 ４月１日

至　令和３年３月３１日 （単位：万円） 至　令和３年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 9,965,880

人にかかるコスト 純行政コスト △ 4,493,645

人件費、賞与引当金繰入額など 588,978 税収等 2,870,180

物にかかるコスト 補助金 1,754,987

電気料、修理など維持補修費など 1,410,435 寄附等 △ 391,772

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 9,705,630

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

2,769,814

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

81,219
自　令和２年 ４月１日
至　令和３年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 4,850,446 前年度末現金預金残高 696,635

使用料・手数料 310,463 資金増減額 60,389

分担金・負担金・寄附金など 134,136 業務活動収支
経常収益 444,599 投資活動収支

臨時行政コスト 財務活動収支
災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 87,798 歳計外現金増減額 5,802

臨時損失 87,798 本年度末現金預金残高 762,826

（差引）純行政コスト 4,493,645

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの


