
（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

-

△ 1,095,770

33,245,470

7,501,859,893
-

7,501,859,893

607,563,157
-

4,515,406,807

100,756,300

7,875,809,518
2,715,450,222

資産合計 負債及び純資産合計 76,420,214,518

1,922,218,575
2,593,188,232

4,911,509

-

76,420,214,518

△ 767,647

純資産合計 47,017,162,319

19,134,302

113,797,380
107,122,812

6,674,568

770,788,199
9,284,501,000

△ 8,113,483,848

7,975,853,778
355,199,053

8,400,000
346,799,053

-
-

△ 35,449,084,030
-
-

2,882,052,730
△ 962,279,158
56,314,481,938

33,612,800 73,059,811,807
24,133,027,009 △ 26,042,649,488

577,067,330 -

- 29,922,812
- 負債合計 29,403,052,199
-

- -
- 289,021,217
- 1,347,642,246

△ 296,013,764 168,406,735
- -
- -

34,769,451,889 2,224,242,429
△ 18,373,970,762 3,934,552,380

619,728,724 2,099,559,370

35,150,709,681 56,314,925
17,293,934,093 2,493,045,175
1,103,966,701 -

68,544,405,000 25,468,499,819
60,454,753,842 20,694,897,290

【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 23,175,158,735

42,543,237

22,927,220,223

229,614,094

17,233,701

-

43,633,954

42,543,237

-

290,481,749

-

1,107,028,772

90,324,262

3,498,529,712

1,347,012,945

2,151,516,767

14,185,878,681

798,265,425

5,477,086,286

3,160,527,079

365,205,337

1,948,591,284

2,762,586

1,096,201,372

136,196,834

226,563

959,777,975

15,383,231,715

1,447,177

【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

26,425,749,935

11,042,518,220

4,469,230,562

3,421,494,242

248,023,718



（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 72,321,835,387 △ 25,263,265,113 -

純行政コスト（△） △ 23,175,158,735

財源 23,956,986,004 -

税収等 12,685,569,007

国県等補助金 11,271,416,997

本年度差額 781,827,269 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,560,626,143 △ 1,560,626,143

有形固定資産等の増加 3,511,337,418 △ 3,511,337,418

有形固定資産等の減少 △ 1,939,286,990 1,939,286,990

貸付金・基金等の増加 579,787,903 △ 579,787,903

貸付金・基金等の減少 △ 591,212,188 591,212,188

資産評価差額 △ 822,820,156

無償所管換等 7,122,035

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 △ 8,064,208 △ 3,046,071 -

その他 1,112,606 2,460,570

本年度純資産変動額 737,976,420 △ 779,384,375 -

本年度末純資産残高 73,059,811,807 △ 26,042,649,488 -

781,827,269

-

-

3,573,176

△ 41,407,955

47,017,162,319

7,122,035

△ 11,110,279

【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

△ 822,820,156

47,058,570,274

△ 23,175,158,735

23,956,986,004

12,685,569,007

11,271,416,997



（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 1,472,903,966

本年度末資金残高 1,372,507,963

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,510,163,886

28,336,558
2,527,000,000
2,527,000,000

-

-
-

120,210,547

2,094,845,367
2,066,508,809

515,134,148

456,904,149
-
-

4,554,120

3,690,676,473
3,229,218,204

2,715,450,222
1,342,942,259

119,787,107
1,223,155,152

432,154,633
△ 97,409,685

△ 2,039,728,204

1,650,948,269
1,015,603,574

△ 2,986,318

12,680,784,087
7,485,087,385
2,540,073,656
2,787,744,297

314,210,094

15,399,672,889
14,195,393,855
1,107,028,772

97,250,262
25,493,689,425

84,596,000
2,821,307,612

136,196,834

【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

26,490,623,057
11,090,950,168
5,790,425,559
3,789,018,657

229,614,094

1,375,309,118


