
（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

-

△ 3,756,073

8,898,288

2,592,565,126
-

2,592,565,126

122,465,207
514,000

3,517,816,361

64,743,425

5,869,924,407
2,150,032,377

資産合計 負債及び純資産合計 42,362,859,169

3,279,311,361
238,505,000

73,483,194

-

42,362,859,169

△ 3,285,020

純資産合計 29,150,590,477

44,455,491

674,231,510
63,067,385

611,164,125

95,282,280
2,382,569,594

△ 1,909,403,885

2,743,650,071
45,642,102
31,314,102
14,328,000

-
-

△ 15,176,554,584
-
-

344,262,877
△ 163,800,832
28,695,850,408

81,438,538 40,011,265,123
15,865,737,934 △ 10,860,674,646
2,070,697,785 -

- 16,745,722
- 負債合計 13,212,268,692
-

- -
- 117,677,297
- 197,652,694

△ 1,826,623,200 270,383,581
1,476,742 19,607,495

△ 1,476,741 22,403,400

10,400,533,053 1,939,815,277
△ 6,142,010,778 1,339,046,764

3,219,503,678 694,576,575

16,736,149,538 -
11,003,308,246 1,304,092,534

- -

36,492,934,762 11,873,221,928
33,075,053,181 8,629,314,117

【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 15,928,791,457

5,067

15,927,416,182

-

9,764

-

1,370,578

5,067

-

1,380,342

-

1,237,085,450

68,201,148

3,109,140,057

493,298,955

2,615,841,102

10,442,092,288

449,925,238

5,134,183,956

3,805,907,740

249,365,919

1,078,910,297

-

172,861,885

49,842,745

11,733,692

111,285,448

11,747,378,886

4,324,994

【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

19,036,556,239

7,289,177,353

1,982,131,512

1,412,856,455

115,024,825



（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 40,112,480,467 △ 10,532,778,728 -

純行政コスト（△） △ 15,928,791,457

財源 16,055,712,209 -

税収等 7,854,225,118

国県等補助金 8,201,487,091

本年度差額 126,920,752 -

固定資産等の変動（内部変動） 510,966,528 △ 510,966,528

有形固定資産等の増加 1,851,053,145 △ 1,851,053,145

有形固定資産等の減少 △ 1,078,920,061 1,078,920,061

貸付金・基金等の増加 1,346,736,777 △ 1,346,736,777

貸付金・基金等の減少 △ 1,607,903,333 1,607,903,333

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 684,694,400

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 6,801,542 25,520,559 -

その他 65,710,986 30,629,299

本年度純資産変動額 △ 101,215,344 △ 327,895,918 -

本年度末純資産残高 40,011,265,123 △ 10,860,674,646 -

126,920,752

-

-

96,340,285

△ 429,111,262

29,150,590,477

△ 684,694,400

32,322,101

【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

-

29,579,701,739

△ 15,928,791,457

16,055,712,209

7,854,225,118

8,201,487,091



（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 1,833,091,114

本年度末資金残高 1,954,094,189

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,252,641,937

24,692,837
1,004,544,740
1,004,544,740

-

-
-

9,898,100

709,398,316
684,705,479

1,554,688,673

1,195,260,288
10,000,000

-
-

3,086,761,237
1,881,500,949

2,150,032,377
195,938,188

8,508,920
187,429,268

295,146,424
95,107,443

△ 1,452,680,918

1,634,080,319
69,493,546

25,895,632

7,809,717,437
8,182,538,091

496,757,601
2,702,001,527

9,764

11,747,378,886
10,442,092,288
1,237,085,450

68,201,148
19,191,014,656

9,764
5,067

49,842,745

【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

17,938,368,022
6,190,989,136
1,976,126,852
4,054,287,682

-

110,731,857


