
（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

6,085,756

△ 1,292,959

5,299,464

299,731,685
-

299,731,685

221,157,055
-

1,242,323,837

18,376,295

3,151,228,541
1,688,089,003

資産合計 負債及び純資産合計 31,438,743,201

1,241,796,394
527,443

68,119

-

31,438,743,201

△ 5,708,937

純資産合計 19,283,275,713

56,625,010

78,238,228
41,234,610
37,003,618

139,337,773
1,069,447,531

△ 819,740,230

391,504,677
11,978,890
4,438,890
7,540,000

-
-

△ 12,023,672,737
-
-

3,004,547,289
△ 1,103,067,254

30,046,708,956

24,336,710 29,529,838,497
21,682,506,069 △ 10,246,562,784
1,618,652,042 -

- 78,800,958
- 負債合計 12,155,467,488
-

- -
- 73,172,369
- 733,392,343

△ 526,802,629 140,169,820
- -
- 1,323,850

8,875,636,664 392,876,420
△ 5,790,806,479 1,711,390,425

659,127,804 684,531,085

5,885,558,385 133,371
2,644,066,315 730,907,985

- -

28,287,514,660 10,444,077,063
27,817,771,755 9,320,159,287

【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 6,216,657,367

421,104

6,189,807,710

24,664,760

55

-

4,530,946

2,346,104

1,925,000

29,195,761

-

1,306,706,461

483,588

1,158,009,987

759,260,536

398,749,451

2,333,480,455

161,890,411

2,216,274,222

1,197,729,938

51,119,392

946,478,141

20,946,751

192,900,384

102,520,559

3,523,689

86,856,136

3,640,670,504

13,926,230

【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

7,347,817,697

3,707,147,193

1,297,972,587

1,068,950,696

53,205,250



（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 29,278,019,699 △ 10,336,793,803 -

純行政コスト（△） △ 6,216,657,367

財源 6,535,998,199 -

税収等 3,650,606,630

国県等補助金 2,885,391,569

本年度差額 319,340,832 -

固定資産等の変動（内部変動） 255,634,656 △ 255,634,656

有形固定資産等の増加 1,088,351,606 △ 1,088,351,606

有形固定資産等の減少 △ 944,553,151 944,553,151

貸付金・基金等の増加 198,035,877 △ 198,035,877

貸付金・基金等の減少 △ 86,199,676 86,199,676

資産評価差額 8,047

無償所管換等 5,291,892

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 △ 16,277,471 3,356,383 -

その他 7,161,674 23,168,460

本年度純資産変動額 251,818,798 90,231,019 -

本年度末純資産残高 29,529,838,497 △ 10,246,562,784 -

319,340,832

-

-

30,330,134

342,049,817

19,283,275,713

5,291,892

△ 12,921,088

【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

8,047

18,941,225,896

△ 6,216,657,367

6,535,998,199

3,650,606,630

2,885,391,569



（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 849,874,344

本年度末資金残高 956,442,282

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

988,701,041

155,643,574
830,546,880
654,136,746
176,410,134

-
-

48,887,841

819,516,549
663,872,975

51,475,094

180,141,747
-
-

34,652,706

1,305,001,339
1,090,206,886

1,688,089,003
731,646,721

△ 25,412,101
757,058,822

11,030,331
106,366,795

△ 893,364,577

411,636,762
311,273,827

201,143

3,625,876,356
1,712,819,757

755,521,364
400,888,568
26,954,610

3,640,664,433
2,333,419,375
1,306,761,470

483,588
6,495,106,045

2,289,850
888,827,313

102,520,559

【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

6,368,277,707
2,727,613,274
1,269,332,071
1,258,871,873

24,664,760

96,888,771


