
（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

118,069,000

△ 6,087,044

2,800,314

1,678,097,283
-

1,678,097,283

133,210,968
10,263,000

2,387,501,330

13,870,632

2,870,608,710
341,012,075

資産合計 負債及び純資産合計 51,683,125,128

795,114,330
1,592,387,000

3,402

-

51,683,125,128

△ 4,182,379

純資産合計 38,423,512,948

70,829,263

10,096,557
10,096,557

-

93,121,800
2,301,869,617

△ 1,443,290,320

2,016,711,756
141,932,622
53,185,622
88,747,000

-
-

△ 82,722,381,228
-
-

125,512,643
△ 35,011,289

115,773,274,521

22,581,819 51,210,280,748
33,998,284,540 △ 12,786,767,800

763,768,093 -

- 36,554,977
- 負債合計 13,259,612,180
-

- -
- 94,418,806
- 25,796,600

△ 633,008,524 62,474,842
- 578,462
- 181,270,374

17,397,484,718 849,867,902
△ 9,875,234,512 1,519,067,642

1,105,186,486 1,117,973,581

11,928,844,268 50,119,457
3,653,832,881 1,297,563,321

258,001,400 -

48,812,516,418 11,740,544,538
46,785,708,105 9,542,993,858

【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 11,308,857,162

67,304,764

11,172,455,737

113,040,986

52,572,914

-

38,182,269

67,394,744

89,980

203,796,169

-

2,189,654,740

3,869,360

825,684,839

250,621,971

575,062,868

3,851,331,550

174,732,532

3,920,369,712

1,053,806,955

271,849,657

2,538,128,438

56,584,662

154,932,745

42,189,013

7,003,670

105,740,062

6,044,855,650

8,525,902

【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

11,998,140,576

5,953,284,926

1,877,982,469

1,600,305,798

94,418,237



（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 52,247,179,181 △ 11,995,958,491 -

純行政コスト（△） △ 11,308,857,162

財源 9,730,615,445 -

税収等 5,457,089,340

国県等補助金 4,273,526,105

本年度差額 △ 1,578,241,717 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 921,893,011 921,893,011

有形固定資産等の増加 1,514,365,627 △ 1,514,365,627

有形固定資産等の減少 △ 2,540,912,886 2,540,912,886

貸付金・基金等の増加 627,464,684 △ 627,464,684

貸付金・基金等の減少 △ 522,810,436 522,810,436

資産評価差額 △ 558,161

無償所管換等 △ 242,245,208

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 △ 11,394,713 △ 28,306,728 -

その他 139,192,660 △ 106,153,875

本年度純資産変動額 △ 1,036,898,433 △ 790,809,309 -

本年度末純資産残高 51,210,280,748 △ 12,786,767,800 -

△ 1,578,241,717

-

-

33,038,785

△ 1,827,707,742

38,423,512,948

△ 242,245,208

△ 39,701,441

【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

△ 558,161

40,251,220,690

△ 11,308,857,162

9,730,615,445

5,457,089,340

4,273,526,105



（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 293,199,005

本年度末資金残高 315,215,475

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

714,237,204

175,034,252
1,799,093,000
1,199,893,000

599,200,000

13,126,000
89,980

26,769,999

1,220,654,720
1,045,620,468

443,207,238

486,271,716
-

33,549,000
-

2,020,450,401
1,500,629,685

341,012,075
25,796,600

428,945
25,367,655

578,438,280
23,518,404

△ 1,269,157,080

751,293,321
268,100,104

△ 1,501,934

5,461,222,491
2,751,655,084

276,538,823
538,504,822
149,915,561

6,044,855,722
3,851,331,550
2,189,654,812

3,869,360
9,027,921,220

36,874,575
1,476,196,381

42,189,013

【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

9,639,964,836
3,595,109,114
1,880,780,833
1,473,460,560

113,040,986

198,678,708


