
（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

【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

13,440,033,539 -
4,871,635,669 1,284,971,945

277,206,800 -

43,739,570,544 12,415,323,708
40,441,823,360 10,827,057,961

△ 560,157,830 87,600
- 11,040,545
- 4,136

19,974,246,914 303,293,802
△ 12,168,202,385 1,129,066,620

1,024,168,771 948,906,521

- 2,944,708
- 負債合計 13,544,390,328
-

- -
- 110,517,832
- 55,565,278

1,709,702,790
△ 905,301,806
65,636,991,941

21,135,600 45,661,661,544
26,555,610,807 △ 12,160,818,738
2,588,957,260 -

477,186,400
2,136,323,665

△ 1,690,144,651

△ 42,951,925,778
-
-

3,287,349,992
33,822,366
9,426,741

10,397,192
10,392,192

5,000

3,107,258,105
-

3,107,258,105
-

24,395,625
-

136,985,875
14,703,500

-

9,751,000
1,912,340,000
1,737,989,000

△ 5,419,854
3,305,662,590
1,253,997,535

73,361,705

- 純資産合計 33,500,842,806

資産合計 47,045,233,134 負債及び純資産合計 47,045,233,134

174,351,000
59,927,574

2,739
△ 3,717,963



（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

43,009,734,485 12,091,641,943
39,802,414,728 10,556,714,352

【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

19,567,029,640 296,142,620
△ 11,968,881,615 1,231,718,867

1,079,706,421 1,034,537,610

13,206,697,764 -
4,892,861,244 1,238,784,971

277,206,800 -

- -
- 106,917,580
- 21,983,883

△ 654,976,002 84,578
- 58,992,608
- -

13,751,276 44,852,199,946
26,157,379,474 △ 11,618,270,105
2,588,957,260 -

- 9,202,608
- 負債合計 13,323,360,810
-

△ 44,153,114,277
-
-

1,709,202,790
△ 947,692,231
66,232,559,932

122,332,611

2,990,888
2,985,888

5,000

727,466,000
2,190,745,688

△ 1,752,408,198

3,204,328,869
34,169,514
9,773,889

24,395,625
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 46,557,290,651

1,680,801,461
153,474,000

2,950,601

-

46,557,290,651

△ 3,710,215

純資産合計 33,233,929,841

6,814,500

△ 4,645,048

40,381,334

3,045,657,292
-

3,045,657,292

69,946,509
8,190,000

1,834,275,461

-

3,547,556,166
1,595,522,476



（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

105,756,000

【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

21,601,175,845

6,701,917,966

1,933,115,240

1,339,387,417

106,917,580

13,288,320,471

381,054,243

4,516,746,590

2,382,647,364

243,335,138

1,810,542,701

80,221,387

252,056,136

110,937,603

7,357,746

133,760,787

14,899,257,879

1,606,412,987

4,524,421

1,110,453,696

617,769,789

492,683,907

20,545,987,721

3,413,857

20,490,722,149

11,949,019

43,921,411

-

2,808,999

3,413,857

-

58,679,429

-



（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 45,661,661,544 △ 12,160,818,738 -

純行政コスト（△） △ 20,545,987,721

財源 20,276,406,517 -

税収等 9,435,335,736

国県等補助金 10,841,070,781

本年度差額 △ 269,581,204 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 812,053,591 812,053,591

有形固定資産等の増加 1,759,333,877 △ 1,759,333,877

有形固定資産等の減少 △ 2,406,148,813 2,406,148,813

貸付金・基金等の増加 562,720,586 △ 562,720,586

貸付金・基金等の減少 △ 727,959,241 727,959,241

資産評価差額 347,148

無償所管換等 -

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 434,383 17,063 -

その他 1,810,462 59,183

本年度純資産変動額 △ 809,461,598 542,548,633 -

本年度末純資産残高 44,852,199,946 △ 11,618,270,105 -

451,446

【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

347,148

33,500,842,806

△ 20,545,987,721

20,276,406,517

9,435,335,736

10,841,070,781

△ 269,581,204

-

-

1,869,645

△ 266,912,965

33,233,929,841

-



（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

1,466,581
1,202,785,356

110,937,603

【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

19,722,515,774
4,823,257,895
1,830,959,493
2,748,925,865

11,949,019

132,434,934
14,899,257,879
13,288,320,471
1,606,412,987

4,524,421
20,142,234,277
9,421,871,709
9,538,172,748

677,342,818
504,847,002
13,415,600

1,659,538,235
1,166,576,194

1,595,522,476
25,070

△ 52,756,276
52,781,346

△ 185,422,728
394,264,153

△ 1,029,401,378

630,136,857
117,164,049

17,064

1,609,088,259

710,208
764,194,000
764,194,000

-

56,150,000
-

20,591,570

949,616,728
948,906,520

436,231,238

446,262,041
-

46,700,000
-

前年度末資金残高 1,201,216,189

本年度末資金残高 1,595,497,406

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


