
（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

159,187,600

△ 7,804,422

2,654,329

3,429,852,786
-

3,429,852,786

62,368,174
5,737,200

741,905,454

3,492,500

2,749,767,792
1,088,865,820

資産合計 負債及び純資産合計 48,566,660,864

664,073,407
77,832,047

852,951,262

-

48,566,660,864

△ 4,714,447

純資産合計 38,723,977,571

64,884,645

43,909,283
39,753,915
4,155,368

76,421,964
2,966,835,305

△ 2,147,247,662

3,687,745,278
38,132,169
16,572,747
21,559,422

-
-

△ 23,688,727,546
-
-

637,428,418
△ 186,598,329
45,986,934,175

145,024,140 46,564,535,726
23,958,380,617 △ 7,840,558,155
1,132,921,935 -

- 2,649,275
- 負債合計 9,842,683,293
-

- -
- 137,986,359
- 66,426,723

△ 1,239,792,446 489,321,197
26,356,028 22,976,819

△ 11,086,040 -

20,819,610,682 1,012,427,974
△ 11,504,652,581 1,378,112,102

1,925,096,690 658,751,729

17,307,270,251 42,554,184
7,099,038,878 1,453,305,733

47,674,900 -

45,816,893,072 8,464,571,191
42,085,238,511 5,956,283,300

【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 14,211,408,971

9,893,166

14,150,330,670

10,840,755

45,207,260

-

15,804,770

10,774,484

881,318

71,852,785

-

989,934,092

54,623,850

2,258,118,425

403,963,785

1,854,154,640

9,252,731,643

305,938,496

3,889,808,406

1,468,801,189

256,308,002

1,346,008,661

818,690,554

343,213,611

43,593,927

9,977,977

289,641,707

10,297,289,585

75,987,854

【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

16,408,449,095

6,111,159,510

1,878,137,493

1,358,871,028

137,340,115



（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 45,646,954,696 △ 8,151,367,647 -

純行政コスト（△） △ 14,211,408,971

財源 15,294,013,113 -

税収等 7,191,551,878

国県等補助金 8,102,461,235

本年度差額 1,082,604,142 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,007,666,730 △ 1,007,666,730

有形固定資産等の増加 1,657,696,940 △ 1,657,696,940

有形固定資産等の減少 △ 1,532,099,806 1,532,099,806

貸付金・基金等の増加 2,373,828,103 △ 2,373,828,103

貸付金・基金等の減少 △ 1,491,758,507 1,491,758,507

資産評価差額 △ 733,866

無償所管換等 261,461,547

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 △ 334,847,247 237,464,860 -

その他 △ 15,966,134 △ 1,592,780

本年度純資産変動額 917,581,030 310,809,492 -

本年度末純資産残高 46,564,535,726 △ 7,840,558,155 -

1,082,604,142

-

-

△ 17,558,914

1,228,390,522

38,723,977,571

261,461,547

△ 97,382,387

【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

△ 733,866

37,495,587,049

△ 14,211,408,971

15,294,013,113

7,191,551,878

8,102,461,235



（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 1,515,662,069

本年度末資金残高 1,032,495,129

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

△ 47,933,963

48,203,458
542,813,988
542,813,988

-

40,911,200
881,318

1,486,964,877

682,068,955
633,865,497

1,391,863,434

2,241,431,253
-

38,000,000
403,425,218

4,133,690,665
1,450,834,194

1,088,865,820
56,370,691
10,578,920
45,791,771

△ 139,254,967
△ 399,987,818

△ 212,798,888

3,920,891,777
1,000,270,948

△ 83,179,122

5,620,388,539
4,544,116,435

405,076,895
1,894,574,915

14,123,439

10,297,289,585
9,252,731,643

989,934,092
54,623,850

12,464,156,784

3,282,684
2,567,368,452

43,593,927

【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

15,065,335,760
4,768,046,175
1,789,566,669
2,630,377,840

10,840,755

304,507,739


