
（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

23,123,456,226 5,626,795,463
17,879,039,647 4,397,757,480

【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

12,705,389,425 244,790
△ 8,499,435,449 619,441,655

825,485,912 466,133,156

6,993,647,694 -
1,345,640,223 1,228,793,193

443,487,240 -

- -
- 65,097,242
- 57,326,531

△ 403,467,339 30,472,887
- 180,000
- -

576,547,682 27,397,384,470
10,709,069,689 △ 5,483,877,451

72,879,779 -

- 231,839
- 負債合計 6,246,237,118
-

△ 13,041,267,512
-
-

161,418,066
△ 132,424,159
23,615,934,246

10,544,628

91,321,152
91,321,152

-

32,529,269
650,172,160

△ 473,849,896

5,153,095,427
26,095,809

276,000
25,819,809

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 28,159,744,137

3,339,946,244
932,488,000

19,000

-

28,159,744,137

△ 897,931

純資産合計 21,913,507,019

38,956,000

△ 1,678,664

3,487,001

5,073,301,307
-

5,073,301,307

18,478,335
1,494,000

4,272,434,244

5,876,347

5,036,287,911
741,273,262



（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

422,979,781

【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

7,822,129,447

3,803,863,369

1,658,811,202

1,113,453,630

65,097,242

3,643,611,179

57,280,549

2,091,781,326

1,027,974,358

104,756,691

825,644,950

133,405,327

53,270,841

14,853,152

1,964,103

36,453,586

4,018,266,078

363,730,570

10,924,329

616,137,498

144,406,830

471,730,668

7,377,059,528

71,100

7,205,991,949

110,497,250

57,665,832

-

3,433,212

528,715

457,615

171,596,294

-



（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 26,672,545,765 △ 4,892,385,757 -

純行政コスト（△） △ 7,377,059,528

財源 7,476,960,689 -

税収等 4,199,515,904

国県等補助金 3,277,444,785

本年度差額 99,901,161 -

固定資産等の変動（内部変動） 704,718,639 △ 704,718,639

有形固定資産等の増加 1,422,689,908 △ 1,422,689,908

有形固定資産等の減少 △ 862,680,163 862,680,163

貸付金・基金等の増加 740,434,352 △ 740,434,352

貸付金・基金等の減少 △ 595,725,458 595,725,458

資産評価差額 -

無償所管換等 11,253,653

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 8,981,212 13,807,985 -

その他 △ 114,799 △ 482,201

本年度純資産変動額 724,838,705 △ 591,491,694 -

本年度末純資産残高 27,397,384,470 △ 5,483,877,451 -

22,789,197

【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

-

21,780,160,008

△ 7,377,059,528

7,476,960,689

4,199,515,904

3,277,444,785

99,901,161

-

-

△ 597,000

133,347,011

21,913,507,019

11,253,653



（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

-
912,971,000

14,853,153

【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

6,621,951,774
2,603,685,696
1,236,905,502
1,315,542,869

110,497,250

36,384,172
4,018,266,078
3,643,611,179

363,730,570
10,924,329

6,634,192,370
3,916,987,270
2,161,127,785

144,112,360
411,964,955
110,497,250

2,125,084,934
1,395,850,930

741,273,262
56,127,995
22,492,111
33,635,884

361,622,991
117,224,361

△ 1,059,112,976

1,065,971,958
203,346,000

16,591,957

814,714,346

770,435
810,917,420
810,917,420

-

1,617,000
3,358,023

283,603,329

449,294,429
448,523,994

574,047,606

719,714,004
-

9,520,000
-

前年度末資金残高 551,328,949

本年度末資金残高 685,145,267

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額
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