
（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

101,355,200

△ 719,045

3,172,718

1,717,152,144
-

1,717,152,144

110,965,855
3,900,000

1,833,970,263

19,352,990

2,543,745,014
590,526,933

資産合計 負債及び純資産合計 32,785,888,005

1,601,530,661
232,439,602

1,517,066

-

32,785,888,005

△ 307,821

純資産合計 23,428,920,530

8,022,327

54,476,576
54,140,724

335,852

66,849,405
1,209,518,507

△ 878,516,911

1,877,226,192
32,062,576
10,661,315
21,401,261

-
-

△ 33,923,890,398
-
-

482,402,699
△ 265,742,331
53,467,781,694

2,307,472,928 32,080,013,254
20,000,362,747 △ 8,651,092,724

172,961,678 -

- 3,950,940
92,550 負債合計 9,356,967,475

-

- -
- 80,616,415
- 57,560,188

△ 1,094,131,167 42,427,204
- 806,385
- -

11,888,497,483 77,704,775
△ 8,782,853,545 843,362,563

2,129,944,110 658,001,431

7,979,075,880 -
900,051,451 908,539,925
630,002,070 -

30,242,142,991 8,513,604,912
28,310,440,223 7,527,360,212

【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 6,969,777,802

15,822,147

6,809,223,921

153,098,026

10,313,491

-

15,157,624

18,015,260

2,193,113

178,569,141

-

478,949,409

10,933,059

842,721,560

523,798,513

318,923,047

2,877,884,620

112,789,614

2,662,361,914

1,077,578,856

93,530,872

1,417,848,621

73,403,565

197,945,305

23,026,796

276,733

174,641,776

3,367,767,088

20,525,473

【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

7,651,945,481

4,284,178,393

1,423,871,174

1,229,266,775

61,289,312



（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 31,177,048,400 △ 7,552,203,083 -

純行政コスト（△） △ 6,969,777,802

財源 6,788,714,672 -

税収等 4,100,471,648

国県等補助金 2,688,243,024

本年度差額 △ 181,063,130 -

固定資産等の変動（内部変動） 918,435,175 △ 918,435,175

有形固定資産等の増加 2,591,665,278 △ 2,591,665,278

有形固定資産等の減少 △ 1,428,162,112 1,428,162,112

貸付金・基金等の増加 222,665,540 △ 222,665,540

貸付金・基金等の減少 △ 467,733,531 467,733,531

資産評価差額 △ 191,260

無償所管換等 △ 1,476,442

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 △ 1,077,623 379,660 -

その他 △ 12,724,996 229,004

本年度純資産変動額 902,964,854 △ 1,098,889,641 -

本年度末純資産残高 32,080,013,254 △ 8,651,092,724 -

△ 181,063,130

-

-

△ 12,495,992

△ 195,924,787

23,428,920,530

△ 1,476,442

△ 697,963

【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

△ 191,260

23,624,845,317

△ 6,969,777,802

6,788,714,672

4,100,471,648

2,688,243,024



（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 454,808,409

本年度末資金残高 537,576,400

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

974,840,981

1,966,323
1,784,482,000
1,784,482,000

-

-
2,193,113

30,217,250

634,262,697
632,296,374

456,860,091

185,846,556
-

13,140,000
10,313,491

2,789,035,344
2,579,735,297

590,526,933
52,950,533

△ 2,568,703
55,519,236

1,150,219,303
82,749,394

△ 2,042,310,890

746,724,454
257,454,000

18,597

4,097,337,406
2,336,759,489

523,938,647
299,199,040
166,018,604

3,367,767,088
2,877,884,620

478,949,409
10,933,059

7,257,234,582

12,920,578
105,950,682

23,026,796

【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

6,222,325,679
2,854,558,591
1,400,323,041
1,243,253,355

153,098,026

187,955,399


