
（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 - 純資産合計 38,403,562,887

資産合計 73,485,642,730 負債及び純資産合計 73,485,642,730

1,413,462,312
406,790,181

3,662,680
△ 8,800,730

6,600,000
3,951,184,103
2,537,721,791

△ 15,617,417
6,792,386,801
2,338,503,324

94,447,243

3,260,849,834
-

3,260,849,834
55,402,298

199,180,400
-

111,759,997
7,446,570

-

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

9,757,539

35,763,230
35,694,528

68,702

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

△ 3,347,498,337

△ 26,044,346,335
-
-

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

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
-

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

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

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

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

12,872,094,396 2,858,343,974
427,140,700 -

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

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

27,460,595,532 -



（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

-

△ 11,606,532

282,134,332

3,472,999,357
-

3,472,999,357

87,343,828
6,600,000

4,423,165,671

5,432,584

7,493,569,887
2,696,536,691

資産合計 負債及び純資産合計 73,397,146,433

2,708,944,019
1,714,221,652

3,782,926

-

73,397,146,433

△ 5,993,561

純資産合計 40,357,957,498

95,766,118

27,963,058
27,894,356

68,702

47,092,410
5,267,855,197

△ 3,612,311,650

3,771,517,253
208,925,726

9,745,326
199,180,400

-
-

△ 27,052,183,211
-
-

2,191,021,656
△ 461,686,274
52,052,585,926

6,265,000 70,333,342,217
33,391,343,584 △ 29,985,184,719
6,614,513,077 9,800,000

- 277,093,312
- 負債合計 33,039,188,935
-

- -
- 176,609,816
- 122,222,553

△ 1,106,031,465 74,465,232
- -
- 17,013

33,172,438,387 2,762,040,648
△ 20,741,369,085 3,526,073,915

2,144,797,785 2,875,665,989

27,057,209,104 -
13,153,967,782 2,730,019,953

427,140,700 -

65,903,576,546 29,513,115,020
62,104,096,235 24,021,054,419

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和04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 26,394,350,902

127,784,346

26,322,239,180

191,401,027

6,552,773

-

1,967,888

127,809,966

25,620

199,921,688

-

8,830,236,817

1,262,185

1,636,165,740

1,002,941,472

633,224,268

9,399,328,788

452,251,410

6,244,011,939

3,070,969,675

419,130,393

2,129,379,405

624,532,466

570,874,039

206,250,968

4,415,454

360,207,617

18,230,827,790

1,487,818

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  令和03年4月1日
至  令和04年3月31日

科目 金額

27,958,404,920

9,727,577,130

2,912,691,152

2,283,566,909

175,385,015



（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 70,651,040,032 △ 32,257,277,145 9,800,000

純行政コスト（△） △ 26,394,350,902

財源 28,480,517,452 -

税収等 16,424,213,942

国県等補助金 12,056,303,510

本年度差額 2,086,166,550 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 58,924,710 58,924,710

有形固定資産等の増加 1,297,479,267 △ 1,297,479,267

有形固定資産等の減少 △ 2,131,894,937 2,131,894,937

貸付金・基金等の増加 1,541,321,509 △ 1,541,321,509

貸付金・基金等の減少 △ 765,830,549 765,830,549

資産評価差額 △ 12,213

無償所管換等 △ 76,503,780

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 △ 63,167,822 8,327,819 -

その他 △ 119,089,290 118,673,347

本年度純資産変動額 △ 317,697,815 2,272,092,426 -

本年度末純資産残高 70,333,342,217 △ 29,985,184,719 9,800,000

2,086,166,550

-

-

△ 415,943

1,954,394,611

40,357,957,498

△ 76,503,780

△ 54,840,003

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

科目 合計

△ 12,213

38,403,562,887

△ 26,394,350,902

28,480,517,452

16,424,213,942

12,056,303,510



（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 2,242,083,689

本年度末資金残高 2,574,349,617

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

3,033,113,755

27,599,742
1,098,013,000

979,578,000
118,435,000

6,600,000
4,380

742,556,392

2,768,481,856
2,740,882,114

698,003,671

1,373,646,874
-
-
-

2,670,184,826
1,296,537,952

2,696,536,691
122,187,074
25,767,439
96,419,635

△ 1,670,468,856
329,235,479

△ 1,033,409,420

1,636,775,406
189,610,963

3,030,449

15,575,462,238
11,771,247,314

990,156,890
769,631,458
193,665,264

18,230,827,789
9,399,328,788
8,830,236,816

1,262,185
29,106,497,900

2,264,237
133,398,827

206,250,968

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

科目 金額

26,013,117,708
7,782,289,919
2,944,170,906
4,117,569,892

191,401,027

514,298,153


