
（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

65,977,980,818 21,167,058,999

55,259,881,749 17,453,130,645

【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

28,488,365,686 368,357,407

△ 15,258,509,924 3,134,175,820

2,225,089,657 2,590,854,357

27,811,519,530 74,966,000

11,405,201,625 3,270,604,947

1,192,461,006 -

- -

- 246,794,557

- 177,069,043

△ 605,738,020 113,495,179

- -

- -

362,825,423 71,746,314,799

26,063,069,049 △ 22,703,786,974

1,864,457,557 -

- 5,962,684

3,369,600 負債合計 24,301,234,819

△ 1,545,523

△ 26,478,227,910

-

-

1,935,674,378

△ 903,978,851

49,431,696,996

324,325,196

138,871,037

138,668,537

202,500

213,446,879

4,739,040,933

△ 3,353,747,763

10,579,228,032

1,841,660,295

1,695,742,090

145,917,665

540

-

資産合計 負債及び純資産合計 73,343,762,644

4,819,910,580

948,365,561

590,906

-

73,343,762,644

△ 8,809,705

純資産合計 49,042,527,825

45,497

△ 8,638,432

16,036,791

8,121,558,841

-

8,121,558,841

123,153,103

57,840

5,768,276,141

300,276,635

7,365,781,826

1,466,476,750



（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

13,577,367

【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

29,774,024,321

11,010,508,347

4,575,041,281

3,697,188,122

250,121,786

16,810,400,206

614,154,006

6,161,699,461

3,782,461,770

380,760,719

1,995,621,090

2,855,882

273,767,605

134,470,433

9,240,160

130,057,012

18,763,515,974

1,919,915,598

33,200,170

2,118,234,761

811,174,730

1,307,060,031

28,458,801,467

3,683,241

27,655,789,560

797,095,562

6,495,912

-

3,218,854

3,798,421

115,180

806,810,328

-



（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 71,695,124,628 △ 23,946,764,833 -

純行政コスト（△） △ 28,458,801,467

財源 29,722,731,886 -

税収等 15,795,641,851

国県等補助金 13,927,090,035

本年度差額 1,263,930,419 -

固定資産等の変動（内部変動） 120,126,921 △ 120,126,921

有形固定資産等の増加 2,040,334,603 △ 2,040,334,603

有形固定資産等の減少 △ 2,032,599,231 2,032,599,231

貸付金・基金等の増加 505,943,799 △ 505,943,799

貸付金・基金等の減少 △ 393,552,250 393,552,250

資産評価差額 -

無償所管換等 36,645,296

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 △ 3,607,101 △ 603,794 -

その他 △ 101,974,945 99,778,155

本年度純資産変動額 51,190,171 1,242,977,859 -

本年度末純資産残高 71,746,314,799 △ 22,703,786,974 -

△ 4,210,895

【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

-

47,748,359,795

△ 28,458,801,467

29,722,731,886

15,795,641,851

13,927,090,035

1,263,930,419

-

-

△ 2,196,790

1,294,168,030

49,042,527,825

36,645,296



（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

393,477

3,129,358,662

134,470,433

【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

27,835,652,303

9,001,040,329

4,558,758,172

4,177,711,612

797,095,562

130,100,112

18,834,611,974

16,810,400,206

1,919,915,598

104,296,170

27,552,101,678

15,661,529,777

9,888,907,515

802,052,446

1,199,611,940

797,489,039

2,255,766,677

1,989,781,296

1,466,476,750

159,847,055

8,285,560

151,561,495

△ 935,812,711
160,141,362

△ 952,364,925

1,303,401,752

899,606,258

△ 940,045

2,048,318,998

4,888,942

1,931,263,910

1,931,263,370

540

607,894

341,152

125,878,668

2,867,076,621

2,862,187,679

276,967,780

262,683,281

540

-

3,301,560

前年度末資金残高 1,147,428,378

本年度末資金残高 1,306,629,695

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


