
（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

80,341,404,503 28,533,392,803
74,523,238,054 24,424,361,186

【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

32,653,798,287 1,991,376,847
△ 17,577,432,465 2,988,051,587

1,169,335,436 2,595,679,699

34,275,576,493 -
17,134,061,785 2,115,498,770
1,624,266,600 2,156,000

- -
- 234,702,207
- 92,283,757

△ 892,147,583 52,924,682
- -
- -

163,694,433 83,653,557,317
38,374,599,718 △ 29,184,274,369
1,583,640,878 -

- 12,461,242
- 負債合計 31,521,444,390
-

△ 55,705,140,128
-
-

1,526,796,268
△ 911,977,838
91,260,233,662

574,245,693

73,195,101
61,665,181
11,529,920

621,046,876
5,330,437,207

△ 3,457,375,364

5,744,971,348
131,480,000

-
131,480,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 85,990,727,338

2,728,243,906
555,220,908

9,867,818

-

85,990,727,338

△ 10,780,561

純資産合計 54,469,282,948

127,578,000

△ 19,789,112

86,629,525

4,931,456,767
-

4,931,456,767

285,739,282
28,688,000

3,283,464,814

-

5,649,322,835
1,965,713,957



（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

237,868,003

【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

34,419,450,293

10,622,297,547

4,054,511,750

2,953,024,680

234,662,741

20,874,283,867

628,956,326

6,001,024,167

2,981,386,772

586,143,560

2,433,492,811

1,024

566,761,630

148,145,458

31,642,410

386,973,762

23,797,152,746

2,919,014,358

3,854,521

1,300,926,793

741,851,131

559,075,662

34,174,499,520

29,947,570

33,118,523,500

1,036,822,806

11,800,850

-

37,299,934

29,947,570

-

1,085,923,590

-



（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 80,958,720,042 △ 29,107,904,412 -

純行政コスト（△） △ 34,174,499,520

財源 33,789,196,291 -

税収等 16,900,505,576

国県等補助金 16,888,690,715

本年度差額 △ 385,303,229 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,451,798,271 △ 2,451,798,271

有形固定資産等の増加 5,714,098,905 △ 5,714,098,905

有形固定資産等の減少 △ 2,437,967,789 2,437,967,789

貸付金・基金等の増加 593,831,360 △ 593,831,360

貸付金・基金等の減少 △ 1,418,164,205 1,418,164,205

資産評価差額 -

無償所管換等 1,633,337,065

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 △ 349,125 △ 1,832,860 -

その他 △ 1,389,948,936 2,762,564,403

本年度純資産変動額 2,694,837,275 △ 76,369,957 -

本年度末純資産残高 83,653,557,317 △ 29,184,274,369 -

△ 2,181,985

【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

-

51,850,815,630

△ 34,174,499,520

33,789,196,291

16,900,505,576

16,888,690,715

△ 385,303,229

-

-

1,372,615,467

2,618,467,318

54,469,282,948

1,633,337,065



（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

64,917,978
5,509,700,884

148,145,458

【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

31,684,479,231
7,887,326,485
3,663,886,588
3,574,973,505

1,036,822,806

500,320,934
23,797,152,746
20,874,283,867
2,919,014,358

3,854,521
29,160,140,618
16,766,877,646
11,166,696,732

733,535,730
493,030,510

1,101,740,784

2,667,470,617
2,229,295,390

1,965,713,957
92,283,757
51,124,960
41,158,797

235,283,041
640,049,540

△ 1,478,854,988

1,188,615,629
228,289,250

△ 1,843,041

1,883,621,487

313,233,355
2,839,367,000
2,839,367,000

-

28,586,000
-

160,185,300

2,604,083,959
2,290,850,604

771,555,079

434,675,227
-

3,500,000
-

前年度末資金残高 1,235,223,701

本年度末資金残高 1,873,430,200

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


