
（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 15,172,301,052

資産合計 22,171,269,582 負債及び純資産合計 22,171,269,582

4,686,109
4,045,034
2,483,923

△ 498,126

788,500
1,027,795,043
1,023,108,934

8,728,951
2,567,596,829
1,399,213,397

133,769,058

842,073,337
-

842,073,337
16,574,862

133,403,700
150,000

23,565,934
6,415,827

-

1,260,765,146
363,406,235
229,852,535

35,259,215
33,176,543
2,082,672

26,421,355
804,160,821

△ 634,619,324

△ 9,414,393,507
-
-

272,659,948
△ 99,067,711

17,064,808,943

1,705,000 20,632,256,296
8,352,414,392 △ 5,473,651,246

501,985,364 13,696,002

- 5,931,639
- 負債合計 6,998,968,530
-

- -
- 79,997,788
- 527,130,804

△ 571,797,265 64,391,145
- 1,422,884
- -

9,034,829,650 162,646,177
△ 5,242,642,509 1,215,360,224

1,087,558,713 536,485,964

3,126,758,168 599,447,848
2,349,280,746 -

19,603,672,753 5,783,608,306
18,307,648,392 5,021,514,281

【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

9,785,692,503 -



（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

5,433,128

6,124,665

2,827,951

1,267,783,755
-

1,267,783,755

111,518,484
1,140,000

1,035,666,292

16,568,632

2,130,310,131
969,693,249

資産合計 負債及び純資産合計 21,554,366,613

1,030,979,732
4,686,560

10,014,908

-

21,554,366,613

△ 550,753

純資産合計 15,409,417,885

17,182,608

12,294,672
8,628,000
3,666,672

28,747,615
636,202,498

△ 478,863,725

1,679,412,694
366,319,906
229,766,206
133,403,700

3,150,000
-

△ 9,830,844,726
-
-

272,659,948
△ 107,724,504
17,294,725,324

18,833,000 20,460,862,774
8,159,608,933 △ 5,065,135,893

502,045,276 13,691,004

- 3,164,089
- 負債合計 6,144,948,728
-

- -
- 71,410,822
- 125,236,556

△ 356,439,159 29,989,087
- 1,753,061
- -

8,747,410,252 80,132,439
△ 5,219,724,757 745,813,000

782,664,500 514,259,385

9,415,401,410 -
3,093,376,828 567,199,607
2,349,280,746 -

19,424,056,482 5,399,135,728
17,732,349,116 4,751,803,682

【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 6,642,773,447

3,232,632

6,453,091,672

190,930,612

-

-

1,983,795

3,232,632

-

192,914,407

-

238,387,228

7,000,728

419,950,339

167,864,865

252,085,474

3,270,085,031

203,628,594

1,955,170,653

1,087,120,800

51,437,854

719,002,021

97,609,978

89,141,796

37,786,839

1,057,753

50,297,204

3,515,472,987

-

【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

6,873,042,011

3,357,569,024

1,313,256,575

1,038,217,158

71,410,823



（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 20,632,256,296 △ 5,473,651,246 13,696,002

純行政コスト（△） △ 6,642,773,447

財源 7,021,408,991 -

税収等 4,630,926,705

国県等補助金 2,390,482,286

本年度差額 378,635,544 -

固定資産等の変動（内部変動） 66,453,882 △ 66,453,882

有形固定資産等の増加 355,555,393 △ 355,555,393

有形固定資産等の減少 △ 721,053,981 721,053,981

貸付金・基金等の増加 869,522,175 △ 869,522,175

貸付金・基金等の減少 △ 437,569,705 437,569,705

資産評価差額 13,871,984

無償所管換等 11,347,080

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 △ 257,248,245 76,057,821 △ 4,998

その他 △ 5,818,223 20,275,870

本年度純資産変動額 △ 171,393,522 408,515,353 △ 4,998

本年度末純資産残高 20,460,862,774 △ 5,065,135,893 13,691,004

378,635,544

-

-

14,457,647

237,116,833

15,409,417,885

11,347,080

△ 181,195,422

【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

13,871,984

15,172,301,052

△ 6,642,773,447

7,021,408,991

4,630,926,705

2,390,482,286



（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 877,119,956

本年度末資金残高 848,552,376

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

952,291,375

2,622,422
291,642,189
273,734,856
17,907,333

788,500
-
-

523,024,074
520,401,652

415,789,043

850,557,663
3,000,000
1,995,769
3,001,778

1,209,864,070
351,308,860

969,693,249
121,140,873

△ 400,952,568
522,093,441

△ 231,381,885
3,603,163

△ 717,306,327

492,557,743
75,980,200

△ 32,170,743

4,626,719,658
1,850,420,536

119,745,987
221,103,982
190,930,612

3,515,472,988
3,270,085,031

238,387,228
7,000,729

6,817,990,163

-
464,081,550

37,786,839

【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

6,138,849,726
2,623,376,738
1,307,164,149
1,228,314,236

190,930,612

50,111,514


