
（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

26,387,001,008 -
12,894,731,834 2,964,220,918

427,140,700 -

65,174,092,445 30,351,910,043
61,811,707,759 26,778,824,804

△ 976,418,022 78,097,398
- -
- 22,698

31,403,047,972 608,864,321
△ 19,504,980,402 3,458,885,434

1,988,365,766 2,817,483,220

- 270,423,147
- 負債合計 33,810,795,477
-

- -
- 212,322,187
- 80,536,784

1,867,023,939
△ 372,060,171
50,465,619,256

155,113,160 69,145,540,195
33,741,472,142 △ 31,586,555,838
6,667,913,940 9,800,000

148,450,417
4,673,979,433

△ 2,990,744,824

△ 25,035,475,239
-
-

3,355,932,968
209,741,490
10,561,090

6,451,718
6,383,016

68,702

3,006,015,994
-

3,006,015,994
5,000,000

199,180,400
-

140,672,996
13,200,000

-

6,600,000
3,964,847,750
2,580,076,834

△ 18,697,512
6,205,487,389
1,697,654,621

82,712,910

- 純資産合計 37,568,784,357

資産合計 71,379,579,834 負債及び純資産合計 71,379,579,834

1,384,770,916
455,184,480

3,736,910
△ 5,249,282



（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

66,693,255,929 31,528,360,640
63,028,713,478 25,753,963,443

【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

33,259,475,734 2,916,053,223
△ 20,160,961,894 3,553,719,203

2,066,410,694 2,914,933,308

27,460,595,532 -
12,872,094,396 2,858,343,974

427,140,700 -

- -
- 210,568,609
- 96,449,395

△ 1,006,587,298 68,622,257
- -
- 17,013

3,023,200 70,651,040,032
33,950,551,753 △ 32,257,277,145
6,734,855,843 9,800,000

- 263,128,621
- 負債合計 35,082,079,843
-

△ 26,044,346,335
-
-

2,191,021,656
△ 402,801,032
51,422,619,546

111,759,997

35,763,230
35,694,528

68,702

49,202,075
4,965,064,530

△ 3,347,498,337

3,628,779,221
208,937,939

9,757,539
199,180,400

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 73,485,642,730

2,537,721,791
1,413,462,312

3,662,680

-

73,485,642,730

△ 8,800,730

純資産合計 38,403,562,887

7,446,570

△ 15,617,417

406,790,181

3,260,849,834
-

3,260,849,834

94,447,243
6,600,000

3,951,184,103

55,402,298

6,792,386,801
2,338,503,324



（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

25,960

【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

30,593,056,002

10,513,124,658

3,304,952,154

2,649,080,711

209,438,625

11,314,516,915

446,406,858

6,711,471,242

3,114,398,773

904,384,508

2,194,960,344

497,727,617

496,701,262

242,704,665

12,152,135

241,844,462

20,079,931,344

8,665,828,153

99,586,276

1,543,451,606

976,496,207

566,955,399

29,580,723,002

9,254,558

29,049,604,396

339,208,791

159,576,828

-

42,028,791

9,695,804

441,246

540,814,410

-



（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 69,145,540,195 △ 31,586,555,838 9,800,000

純行政コスト（△） △ 29,580,723,002

財源 30,591,500,685 -

税収等 16,390,941,911

国県等補助金 14,200,558,774

本年度差額 1,010,777,683 -

固定資産等の変動（内部変動） 6,819,452,722 △ 6,819,452,722

有形固定資産等の増加 8,614,936,209 △ 8,614,936,209

有形固定資産等の減少 △ 2,197,390,354 2,197,390,354

貸付金・基金等の増加 1,495,529,050 △ 1,495,529,050

貸付金・基金等の減少 △ 1,093,622,183 1,093,622,183

資産評価差額 80,449

無償所管換等 2,385,997,847

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 △ 5,999,235 △ 3,860,800 -

その他 △ 7,694,031,946 5,141,814,532

本年度純資産変動額 1,505,499,837 △ 670,721,307 -

本年度末純資産残高 70,651,040,032 △ 32,257,277,145 9,800,000

△ 9,860,035

【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

80,449

37,568,784,357

△ 29,580,723,002

30,591,500,685

16,390,941,911

14,200,558,774

1,010,777,683

-

-

△ 2,552,217,414

834,778,530

38,403,562,887

2,385,997,847



（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

60,372,848
4,181,696,028

242,704,665

【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

28,721,722,010
8,641,790,404
3,304,674,611
4,670,251,858

339,208,791

424,159,270
20,079,931,606
11,314,516,915
8,665,828,415

99,586,276
27,794,079,582
16,348,569,086
9,885,118,774
1,036,144,739

524,246,983
399,581,639

2,489,309,635
1,169,386,960

2,338,503,324
96,419,635
15,909,461
80,510,174

△ 950,426,860
629,325,617

△ 1,274,719,484

1,214,590,151
181,440,261

△ 4,386,375

2,854,471,961

26,938,236
1,706,151,000
1,706,151,000

-

6,600,000
459,429

1,491,754

2,656,577,860
2,629,639,624

1,024,598,707

1,319,922,675
-
-
-

前年度末資金残高 1,617,144,447

本年度末資金残高 2,242,083,689

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


