
（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 3,960,000 純資産合計 36,474,252,079

資産合計 83,702,103,416 負債及び純資産合計 83,702,103,416

633,486,739
67,742,251

936,050
△ 27,160,074

10,125,800
1,837,566,723
1,204,079,984

△ 60,748,108
4,482,488,824
1,922,556,905

670,721,169

7,238,701,178
-

7,238,701,178
48,265

31,938,299
16,200,026

1,695,127,814
83,268,000

-

9,119,035,474
162,638,325
114,500,000

65,578,546
37,647,729
27,930,817

54,853,242
6,642,504,821

△ 4,857,323,821

△ 81,752,638,553
-
-

2,084,230,289
△ 1,246,386,049
109,656,536,324

84,191,567 81,063,347,115
30,727,959,885 △ 44,598,945,036
1,931,364,632 9,850,000

- 123,640,506
832,084 負債合計 47,227,851,337

-

- -
- 328,052,863
- 65,608,365

△ 211,429,800 175,969,311
2,451,600 71,618,627

△ 701,156 353,162

44,798,039,435 2,948,554,764
△ 24,618,999,682 4,489,095,076

1,250,986,469 3,723,852,242

13,321,796,870 3,982,398,937
2,890,732,300 -

79,215,654,592 42,738,756,261
70,031,040,572 35,807,802,560

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

37,517,899,687 -



（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

72,771,000

△ 56,364,907

79,245,087

5,914,371,182
-

5,914,371,182

787,001,845
8,768,000

2,043,108,747

41,375

5,225,998,832
2,328,711,933

資産合計 負債及び純資産合計 93,271,837,140

1,409,617,348
633,491,399

824,036

1,786,914

93,271,837,140

△ 21,660,816

純資産合計 37,048,247,970

1,659,511,318

46,155,261
19,893,014
26,262,247

172,381,889
7,253,390,463

△ 5,012,405,290

7,747,223,390
156,893,422
114,500,000
25,177,278
17,216,144

-

△ 82,941,864,478
-
-

3,727,210,987
△ 1,338,116,522
119,011,847,339

33,978,207 90,095,928,141
40,669,322,504 △ 53,057,530,171
2,037,863,289 9,850,000

- 123,817,033
714,472 負債合計 56,223,589,170

-

- -
- 379,630,455
- 53,390,276

△ 285,408,055 227,487,837
2,451,600 87,397,284

△ 1,051,734 1,033,990

45,561,296,248 7,899,730,722
△ 25,632,429,401 4,855,506,327

1,377,072,175 3,982,749,452

37,340,365,066 -
13,393,009,254 3,946,218,305
2,890,732,300 -

88,044,051,394 51,368,082,843
80,250,672,743 39,522,133,816

【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 44,524,060,134

82,947,770

44,172,283,635

280,192,007

31,248,055

-

123,284,207

82,947,770

-

434,724,269

-

3,729,017,865

10,983,980

4,379,999,732

1,099,833,970

3,280,165,762

27,912,200,846

1,423,434,774

9,311,796,322

5,220,671,388

573,301,754

2,805,967,563

711,855,617

1,105,793,815

358,014,401

54,717,430

693,061,984

31,652,202,691

267,395,935

【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

48,552,283,367

16,900,080,676

6,482,490,539

4,413,761,375

377,898,455



（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 81,063,347,115 △ 44,598,945,036 9,850,000

純行政コスト（△） △ 44,524,060,134

財源 44,229,381,979 -

税収等 22,386,511,232

国県等補助金 21,842,870,747

本年度差額 △ 294,678,155 -

固定資産等の変動（内部変動） 8,975,525,746 △ 8,975,525,746

有形固定資産等の増加 13,023,739,500 △ 13,023,739,500

有形固定資産等の減少 △ 2,888,464,545 2,888,464,545

貸付金・基金等の増加 2,853,546,474 △ 2,853,546,474

貸付金・基金等の減少 △ 4,013,295,683 4,013,295,683

資産評価差額 -

無償所管換等 62,354,753

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 △ 10,031,961 △ 10,051,335 -

その他 4,732,488 821,670,101

本年度純資産変動額 9,032,581,026 △ 8,458,585,135 -

本年度末純資産残高 90,095,928,141 △ 53,057,530,171 9,850,000

△ 294,678,155

-

-

826,402,589

573,995,891

37,048,247,970

62,354,753

△ 20,083,296

【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

-

36,474,252,079

△ 44,524,060,134

44,229,381,979

22,386,511,232

21,842,870,747



（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 1,866,209,521

本年度末資金残高 2,286,128,318

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,581,501,720

94,820,113
3,666,251,000
2,967,655,000

698,596,000

1,307,403,800
-

149,937,084

4,046,294,063
3,951,473,950

2,479,785,554

1,237,616,304
11,393,101

1,300,317,000
2,189,090

5,498,643,278
2,947,127,783

2,328,711,933
42,583,615

△ 13,763,769
56,347,384

△ 380,043,063
426,481,651

△ 774,977,006

4,723,666,272
786,539,834

△ 6,562,854

22,094,755,939
14,928,909,772
1,147,250,664
3,349,150,659

396,302,879

31,653,616,101
27,912,200,846
3,729,017,865

12,397,390
41,520,067,034

116,110,872
6,383,307,911

358,014,401

【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

45,925,570,346
14,271,954,245
6,509,982,386
6,474,756,339

280,192,007

929,201,119


