
（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 61,818,342,107

資産合計 107,986,556,340 負債及び純資産合計 107,986,556,340

986,390,689
385,544

4,223,709
△ 15,029,604

7,741,893
5,598,893,611
4,612,502,922

△ 28,908,915
10,131,998,393
4,185,365,519

350,417,721

7,358,091,108
-

7,358,091,108
102,500

79,877,602
-

385,732,320
24,404,083

-

7,819,348,698
79,927,602

50,000

510,422,772
-

510,422,772

355,042,250
7,287,338,525

△ 4,184,671,168

△ 39,648,768,567
-
-

2,273,726,622
△ 572,305,320
81,257,319,120

4,408,144,594 103,461,193,451
50,470,588,572 △ 41,650,551,344
6,805,574,467 7,700,000

- 15,557,920
- 負債合計 46,168,214,233
-

- -
- 239,439,658
- 80,418,804

△ 102,687,703 137,987,368
- -
- 19,732,280

39,335,570,355 9,409,139,820
△ 22,212,692,233 3,508,975,684

541,421,728 3,015,839,654

13,622,866,407 2,496,206,029
358,907,400 -

97,854,557,947 42,659,238,549
89,524,786,477 30,753,892,700

【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

35,951,530,548 -



（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

24,008,182

△ 32,174,805

343,122

6,584,381,505
-

6,584,381,505

325,142,785
4,660,173

4,889,103,227

3,000,000

10,298,827,010
5,093,453,175

資産合計 負債及び純資産合計 114,095,781,128

3,902,238,621
986,864,606

583,652

1,125,000

114,095,781,128

△ 14,459,124

純資産合計 63,976,871,353

388,769,900

516,032,626
322,190

515,710,436

540,438,420
5,982,773,346

△ 3,681,024,143

7,045,489,415
77,504,633

50,000
77,454,633

-
-

△ 41,364,547,388
-
-

1,688,317,841
△ 583,335,147
82,047,224,130

1,561,255,986 108,689,592,518
49,230,095,646 △ 44,720,421,165
6,901,997,790 7,700,000

- 7,317,021
- 負債合計 50,118,909,775
-

- -
- 233,577,770
- 62,022,980

△ 133,543,288 90,096,336
- -
- 27,028,290

51,395,589,570 9,162,818,056
△ 23,160,339,866 3,579,376,773

683,439,723 3,159,334,376

44,702,462,228 -
13,997,152,703 2,356,564,406

358,907,400 -

103,795,829,118 46,539,533,002
96,234,307,077 35,020,150,540

【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 45,714,941,114

386,125,028

44,826,424,714

-

9,093,249

-

1,291,525,639

412,102,488

25,977,460

1,300,618,888

-

4,870,753,854

548,312,544

2,699,130,016

2,076,344,885

622,785,131

28,953,621,836

515,609,028

8,276,987,966

4,880,932,658

175,067,836

3,202,643,517

18,343,955

880,790,891

261,037,842

42,665,163

577,087,886

34,372,688,234

24,815,271

【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

47,525,554,730

13,152,866,496

3,995,087,639

3,221,085,570

233,577,770



（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 103,461,193,451 △ 41,650,551,344 7,700,000

純行政コスト（△） △ 45,714,941,114

財源 47,616,906,299 -

税収等 20,405,169,584

国県等補助金 27,211,736,715

本年度差額 1,901,965,185 -

固定資産等の変動（内部変動） 5,946,840,109 △ 5,946,840,109

有形固定資産等の増加 10,155,797,399 △ 10,155,797,399

有形固定資産等の減少 △ 3,250,430,174 3,250,430,174

貸付金・基金等の増加 1,074,478,914 △ 1,074,478,914

貸付金・基金等の減少 △ 2,033,006,030 2,033,006,030

資産評価差額 13,871,984

無償所管換等 347,527,583

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 △ 230,674,070 50,256,240 -

その他 △ 849,166,539 924,748,863

本年度純資産変動額 5,228,399,067 △ 3,069,869,821 -

本年度末純資産残高 108,689,592,518 △ 44,720,421,165 7,700,000

1,901,965,185

-

-

75,582,324

2,158,529,246

63,976,871,353

347,527,583

△ 180,417,830

【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

61,818,342,107

△ 45,714,941,114

47,616,906,299

20,405,169,584

27,211,736,715



（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 4,122,724,746

本年度末資金残高 5,049,895,915

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,733,836,676

4,975,960
7,506,421,000
7,506,421,000

-

7,030,621
28,330,668

583,453,099

3,047,690,368
3,042,714,408

1,699,953,739

538,172,753
-

4,000,000
138,796,039

11,201,122,568
10,520,153,776

5,093,453,175
43,557,260

△ 19,083,513
62,640,773

4,458,730,632
928,944,094

△ 6,263,623,214

4,937,499,354
2,618,731,227

△ 1,772,925

19,869,313,080
24,249,164,672
2,063,261,236

680,829,496
344,010

34,372,688,234
28,953,621,836
4,870,753,854

548,312,544
46,862,568,484

344,010
691,827,828

261,037,842

【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

44,820,215,626
10,447,527,392
3,870,170,056
5,285,684,106

-

1,030,635,388
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