
（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

5,086,147

△ 16,001,481

3,027,058

5,843,113,700
-

5,843,113,700

308,258,607
1,612,511

2,363,641,979

3,571,880

4,572,675,884
1,899,753,980

資産合計 負債及び純資産合計 97,290,096,324

1,974,823,097
388,818,882

1,999,184

-

97,290,096,324

△ 5,617,435

純資産合計 56,246,262,468

414,273,494

708,149,971
21,026,282

687,123,689

255,059,382
2,255,452,594

△ 1,384,279,426

6,303,716,740
53,673,000
16,575,000
37,098,000

-
-

△ 24,291,610,273
-
-

540,774,613
△ 245,031,354
65,866,670,807

1,821,463,949 95,082,674,930
48,683,808,716 △ 38,837,412,462
6,557,945,541 1,000,000

- 65,406,694
- 負債合計 41,043,833,856
-

- -
- 148,650,180
- 213,853,757

△ 269,361,469 137,368,085
- 3,968,259
- -

30,861,297,577 11,877,194,202
△ 12,948,444,701 2,672,517,285

1,256,883,935 2,103,270,310

36,150,571,845 -
15,072,242,554 1,594,333,451

356,490,000 -

92,717,420,440 38,371,316,571
85,705,553,729 24,899,788,918

【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 27,622,238,726

6,498,265

27,598,576,216

11,155,072

6,011,307

-

13,393,563

6,897,432

399,167

30,559,942

-

2,948,465,434

29,887,882

1,525,774,118

1,019,337,396

506,436,722

15,812,224,863

476,370,016

6,889,573,322

4,450,207,215

76,644,381

2,335,470,301

27,251,425

764,251,127

228,617,887

19,928,464

515,704,776

18,790,578,179

18,378,710

【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

29,124,350,334

10,333,772,155

2,679,947,706

2,038,054,196

147,144,784



（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 90,623,220,043 △ 36,016,320,870 1,000,000

純行政コスト（△） △ 27,622,238,726

財源 28,898,405,688 -

税収等 13,751,971,674

国県等補助金 15,146,434,014

本年度差額 1,276,166,962 -

固定資産等の変動（内部変動） 4,232,715,722 △ 4,232,715,722

有形固定資産等の増加 6,622,574,208 △ 6,622,574,208

有形固定資産等の減少 △ 2,358,467,331 2,358,467,331

貸付金・基金等の増加 1,247,244,434 △ 1,247,244,434

貸付金・基金等の減少 △ 1,278,635,589 1,278,635,589

資産評価差額 13,871,984

無償所管換等 195,922,844

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 210,839,040 △ 58,553,163 -

その他 △ 193,894,703 194,010,331

本年度純資産変動額 4,459,454,887 △ 2,821,091,592 -

本年度末純資産残高 95,082,674,930 △ 38,837,412,462 1,000,000

1,276,166,962

-

-

115,628

1,638,363,295

56,246,262,468

195,922,844

152,285,877

【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

13,871,984

54,607,899,173

△ 27,622,238,726

28,898,405,688

13,751,971,674

15,146,434,014



（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 1,729,693,078

本年度末資金残高 1,717,230,787

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,685,914,379

7,109,748
4,595,419,300
4,595,419,300

-

944,042
4,508,560

442,709,808

1,921,826,624
1,914,716,876

1,078,645,521

894,920,705
-

224,000
-

7,065,467,816
6,170,323,111

1,899,753,980
182,523,193
14,484,436

168,038,757

2,673,592,676
△ 20,223,794

△ 4,379,730,849

2,685,736,967
1,158,929,036

7,761,503

13,253,484,943
6,231,937,810

989,685,987
373,218,143
12,010,066

18,790,578,180
15,812,224,863
2,948,465,434

29,887,883
20,848,326,883

854,994
7,614,334,311

228,617,887

【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

26,764,736,749
7,974,158,569
2,665,201,000
4,564,634,907

11,155,072

515,704,775


