
（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 118,012,655,928

資産合計 166,041,631,619 負債及び純資産合計 166,041,631,619

3,250,820,039

542,010

104,639,000

△ 17,838,909

-

5,976,249,072

2,725,429,033

△ 20,736,231

9,122,714,873

2,688,339,952

370,783,748

6,111,187,793

-

6,111,187,793

5,141,000

198,211,660

-

268,493,513

323,375

-

6,632,085,726

267,676,276

69,464,616

593,361,735

123,858,442

469,503,293

553,554,361

3,800,163,139

△ 2,271,223,469

△ 87,859,972,143

-

-

1,325,976,855

△ 221,429,739

179,148,526,943

1,808,353,260 162,895,165,818

95,771,335,932 △ 44,882,509,890

2,824,679,655 -

- 328,689,107

100,926,443 負債合計 48,028,975,691

△ 8,175,042

- -

- 214,610,738

- 220,878,922

△ 558,734,735 222,703,103

4,491,489 -

△ 4,491,486 -

47,880,270,779 16,771,375,882

△ 16,578,007,539 3,303,170,190

1,761,936,851 2,316,288,320

17,986,623,663 2,379,241,867

- -

156,918,916,746 44,725,805,501

149,693,469,285 25,571,312,585

【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

52,393,193,683 3,875,167



（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

323,388

△ 19,215,945

477,410

6,183,833,321

-

6,183,833,321

489,774,090

-

5,696,649,331

5,670,000

9,358,228,913

3,187,519,545

資産合計 負債及び純資産合計 163,452,422,634

2,738,290,640

2,958,358,691

150,000

-

163,452,422,634

△ 16,341,463

純資産合計 116,247,744,337

276,243,200

550,940,680

87,308,427

463,632,253

506,358,500

4,060,054,673

△ 2,500,205,955

6,700,527,467

253,673,503

55,461,843

198,211,660

-

-

△ 90,501,713,262

-

-

1,345,301,140

△ 258,905,963

178,215,636,530

2,366,088,108 159,790,843,052

92,147,266,965 △ 43,543,098,715

2,840,590,020 -

- 408,862,579

112,640,475 負債合計 47,204,678,297

△ 12,165,171

- -

- 233,710,876

- 249,367,770

△ 643,662,680 328,813,465

4,096,155 -

△ 4,096,154 -

47,753,738,969 16,546,208,984

△ 17,014,977,493 3,370,401,627

2,464,753,584 2,149,646,937

53,135,609,891 3,536,719

18,109,194,098 2,341,060,291

- -

154,094,193,721 43,834,276,670

146,842,725,574 24,943,470,676

【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 40,217,837,819

292,013

39,894,230,374

1,815,000

320,701,484

-

1,413,828

322,867

30,854

323,930,312

-

3,851,219,992

6,608,646

1,932,936,274

1,236,357,703

696,578,571

22,477,967,364

439,336,774

10,949,691,503

4,859,094,340

563,893,005

5,423,968,325

102,735,833

571,530,891

242,676,856

27,993,379

300,860,656

26,335,796,002

157,390,463

【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

41,827,166,648

15,491,370,646

3,970,148,252

3,132,943,140

240,477,875



（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 162,895,165,818 △ 44,882,509,890 -

純行政コスト（△） △ 40,217,837,819

財源 39,277,620,895 -

税収等 18,101,618,258

国県等補助金 21,176,002,637

本年度差額 △ 940,216,924 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,197,466,692 2,197,466,692

有形固定資産等の増加 4,297,237,220 △ 4,297,237,220

有形固定資産等の減少 △ 6,402,335,077 6,402,335,077

貸付金・基金等の増加 1,825,121,766 △ 1,825,121,766

貸付金・基金等の減少 △ 1,917,490,601 1,917,490,601

資産評価差額 △ 14,002,926

無償所管換等 △ 931,818,268

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 37,044,121 76,016,376 -

その他 1,920,999 6,145,031

本年度純資産変動額 △ 3,104,322,766 1,339,411,175 -

本年度末純資産残高 159,790,843,052 △ 43,543,098,715 -

8,066,030

△ 1,764,911,591

116,247,744,337

△ 931,818,268

113,060,497

【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

△ 14,002,926

118,012,655,928

△ 40,217,837,819

39,277,620,895

18,101,618,258

21,176,002,637

△ 940,216,924

-

-



（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 2,490,518,413

本年度末資金残高 2,966,540,005

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,422,270,284

82,720,131

1,668,146,490

1,644,026,732

24,119,758

6,961,000

30,855

88,533,672

2,623,532,913

2,540,812,782

1,788,246,930

1,686,305,365

-

6,590,000

900,000

5,112,466,702

3,418,671,337

3,187,519,545

220,979,540

23,158,001

197,821,539

△ 955,386,423
464,506,573

△ 1,002,377,288

4,110,089,414

2,226,316,957

11,515,019

17,375,836,153

11,346,965,675

1,233,358,411

613,909,277

12,178,087

26,335,796,002

22,477,967,364

3,851,219,992

6,608,646

30,570,069,516

10,363,087

8,168,241,224

242,676,856

【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

36,303,862,369

9,968,066,367

3,792,992,394

5,631,416,746

1,815,000

300,980,371


