
（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

234,933,327,844 80,035,004,459
225,019,944,992 56,537,177,601

【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

84,524,133,341 17,642,171,023
△ 46,315,319,551 8,889,617,532

21,809,638,772 6,986,783,401

93,689,002,118 5,201,568
43,614,127,097 5,850,454,267
2,061,439,200 -

- -
- 762,740,351
- 126,643,222

△ 12,604,622,945 479,393,893
50,966,135 407,901,615

△ 43,787,458 5,702,400

575,254,865 239,151,705,813
125,361,690,977 △ 77,099,028,589
13,556,051,781 13,300,000

- 120,452,650
319,755,922 負債合計 88,924,621,991

△ 302,583,260

△ 140,196,143,243
-
-

1,948,070,645
△ 623,082,025

250,069,796,255

1,090,121,706

1,619,524,799
99,872,588

1,519,652,211

606,997,564
17,765,444,790

△ 11,796,192,893

8,293,858,053
192,364,395
19,889,000

172,475,395
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 250,990,599,215

3,317,335,790
899,809,179

311,536,421

-

250,990,599,215

△ 43,421,049

純資産合計 162,065,977,224

311,200,747

△ 64,403,274

751,167,399

6,618,888,163
-

6,618,888,163

2,128,989,507
1,233,000

4,217,144,969

145,686,316

16,057,271,371
8,690,621,124



（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

476,412,937

【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

84,426,817,481

34,047,307,685

12,059,188,706

7,625,115,043

755,262,220

40,534,341,870

3,202,398,506

20,249,343,658

11,057,334,532

914,205,531

8,009,029,222

268,774,373

1,738,775,321

505,437,159

151,105,664

1,082,232,498

50,379,509,796

9,809,727,953

35,439,973

10,963,690,931

9,344,066,673

1,619,624,258

74,308,575,559

19,086,290

73,463,126,550

222,757,998

580,786,756

-

60,990,545

19,086,290

-

864,535,299

-



（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 307,288,587,775 △ 78,604,946,293 13,300,000

純行政コスト（△） △ 74,308,575,559

財源 72,954,348,749 -

税収等 36,138,327,463

国県等補助金 36,816,021,286

本年度差額 △ 1,354,226,810 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,796,500,420 3,796,500,420

有形固定資産等の増加 5,844,380,348 △ 5,844,380,348

有形固定資産等の減少 △ 9,022,106,374 9,022,106,374

貸付金・基金等の増加 1,933,831,372 △ 1,933,831,372

貸付金・基金等の減少 △ 2,552,605,766 2,552,605,766

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 65,106,387,694

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 △ 376,920 1,712,233 -

その他 766,383,072 △ 938,068,139

本年度純資産変動額 △ 68,136,881,962 1,505,917,704 -

本年度末純資産残高 239,151,705,813 △ 77,099,028,589 13,300,000

1,335,313

【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

-

228,696,941,482

△ 74,308,575,559

72,954,348,749

36,138,327,463

36,816,021,286

△ 1,354,226,810

-

-

△ 171,685,067

△ 66,630,964,258

162,065,977,224

△ 65,106,387,694



（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

45,137,235
10,981,472,051

505,437,159

【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

76,410,598,623
26,031,088,827
12,031,696,943
12,387,738,003

222,757,998

1,106,216,722
50,379,509,796
40,534,341,870
9,809,727,953

35,439,973
71,031,381,281
35,010,926,394
24,901,113,290
9,450,443,415
1,668,898,182

267,895,233

6,489,776,309
5,350,000,826

8,690,621,124
124,947,523
16,234,219

108,713,304

△ 1,010,550,641
1,653,825,638

△ 2,669,983,197

3,819,793,112
1,413,438,098

1,740,141

5,334,359,476

311,254,694
5,989,038,679
5,596,391,000

392,647,679

38,226,939
500,009,929
193,585,918

6,999,589,320
6,688,334,626

1,674,532,228

1,102,775,483
-

37,000,000
-

前年度末資金残高 6,910,107,822

本年度末資金残高 8,565,673,601

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


