
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

14,815,045

△ 13,946,303

4,403,176

1,311,736,670
-

1,311,736,670

179,117,678
76,800

1,517,377,725

10,269,120

3,137,630,129
1,427,426,919

資産合計 負債及び純資産合計 37,525,334,616

1,457,339,725
60,038,000

28,254,341

-

37,525,334,616

△ 19,026,510

純資産合計 26,519,789,355

127,335,704

333,028,156
106,407,431
226,620,725

187,664,347
1,354,574,742

△ 1,004,496,202

1,504,707,256
54,497,020
16,560,525
37,936,495

-
-

△ 17,088,776,541
386,983

△ 45,364

325,699,582
△ 165,463,276
32,214,114,164

28,304,800 35,905,159,012
17,597,569,228 △ 9,385,369,657
2,123,989,333 -

- 32,248,253
- 負債合計 11,005,545,261
-

- -
- 80,833,618
- 40,275,139

△ 319,565,933 142,679,577
- 1,332,690
- 229,040

12,893,000,187 675,496,838
△ 6,975,344,816 1,015,197,889

560,489,815 717,599,572

14,602,321,307 177,556,000
8,415,437,254 912,608,002

- -

34,387,704,487 9,990,347,372
32,549,969,075 8,224,686,532

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト 11,364,682,838

24,556,055

11,383,274,308

-

3,498,002

117,666

2,927,485

25,134,623

578,568

6,543,153

-

1,411,457,122

51,798,022

1,297,668,659

758,085,960

539,582,699

6,600,723,513

282,781,502

2,935,610,539

1,633,218,738

314,396,800

987,960,217

34,784

241,296,465

88,568,201

75,557,832

77,170,432

8,063,978,657

2,104,473

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  令和02年4月1日
至  令和03年3月31日

科目 金額

12,680,942,967

4,616,964,310

1,440,057,306

1,074,969,208

80,202,123



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 36,041,628,616 △ 9,997,065,041 -

純行政コスト（△） △ 11,364,682,838

財源 11,794,711,091 -

税収等 5,460,269,217

国県等補助金 6,334,441,874

本年度差額 430,028,253 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 178,844,369 178,844,369

有形固定資産等の増加 1,078,522,714 △ 1,078,522,714

有形固定資産等の減少 △ 994,897,849 994,897,849

貸付金・基金等の増加 440,823,950 △ 440,823,950

貸付金・基金等の減少 △ 703,293,184 703,293,184

資産評価差額 3,891,496

無償所管換等 △ 26,918,978

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 69,383,535 △ 10,023,194 -

その他 △ 3,981,288 12,845,956

本年度純資産変動額 △ 136,469,604 611,695,384 -

本年度末純資産残高 35,905,159,012 △ 9,385,369,657 -

430,028,253

-

-

8,864,668

475,225,780

26,519,789,355

△ 26,918,978

59,360,341

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 合計

3,891,496

26,044,563,575

△ 11,364,682,838

11,794,711,091

5,460,269,217

6,334,441,874



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出
業務費用支出

人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

前年度末資金残高 1,312,566,659

本年度末資金残高 1,397,026,981

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

929,479,540

31,590,044
469,240,838
460,510,503

8,730,335

-
576,200

17,806,015

931,169,786
899,579,742

563,381,765

310,720,595
-
-

882,953

1,409,128,979
1,097,525,431

1,427,426,919
30,399,938

△ 4,726,551
35,126,489

△ 461,928,948
81,042,216

△ 386,508,376

1,022,620,603
440,856,623

3,418,106

5,378,022,952
3,665,311,393

723,857,966
530,244,625

-

8,072,277,560
6,609,022,415
1,411,457,122

51,798,023
10,297,436,936

-
2,267,436,357

88,568,201

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  令和02年4月1日

至  令和03年3月31日

科目 金額

11,635,393,753
3,563,116,193
1,436,678,495
1,953,622,341

-

84,247,156


