
（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 33,169,248,313

資産合計 39,710,176,728 負債及び純資産合計 39,710,176,728

477,627,279

3,802

136,294

△ 1,764,567

-

2,466,427,956

1,988,800,677

△ 2,104,590

6,006,788,395

3,491,826,056

50,158,854

2,462,225,157

-

2,462,225,157

136,569

64,102,000

-

21,572,775

100,167

-

2,593,268,055

111,337,977

47,235,977

70,502,790

70,502,790

-

15,984,000

1,524,166,750

△ 1,022,938,421

△ 3,521,422,330

-

-

2,271,732,604

△ 769,190,352

9,845,203,752

254,458,659 36,169,816,289

7,912,357,762 △ 3,000,567,976

70,050,088 -

- 23,165,069

- 負債合計 6,540,928,415

-

- -

- 81,176,581

- 1,453,006

△ 3,352,391,924 35,020,459

1,747,281,802 240,545

△ 1,107,990,261 1,348,499

18,693,644,844 1,279,738,871

△ 6,019,951,881 624,242,700

10,592,014,399 481,838,541

1,818,965,759 645,600,821

- -

33,703,388,333 5,916,685,715

31,039,617,488 3,990,986,284

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(令和2年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

22,626,031,397 359,739



（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

100,171

△ 1,679,541

5,467

2,766,207,468

-

2,766,207,468

55,515,682

-

2,627,222,669

164,697

5,807,558,602

3,126,166,153

資産合計 負債及び純資産合計 42,751,293,041

2,149,031,390

478,191,279

102,878

-

42,751,293,041

△ 1,454,247

純資産合計 34,890,195,145

17,953,824

57,145,920

57,145,920

-

170,818,700

1,566,353,410

△ 1,120,089,314

2,891,784,834

109,038,215

44,936,215

64,102,000

-

-

△ 3,792,731,145

-

-

2,271,732,604

△ 845,639,461

10,310,638,792

951,362,780 39,570,957,108

8,208,934,442 △ 4,680,761,963

94,114,952 -

- 22,016,376

- 負債合計 7,861,097,896

-

- -

- 93,144,002

- 28,531,979

△ 3,756,430,236 55,813,803

3,380,842,230 288,151

△ 1,253,835,323 1,519,444

19,472,274,507 2,456,198,790

△ 6,493,359,064 711,586,167

11,125,093,659 510,272,412

25,339,605,147 318,426

1,913,656,594 775,925,317

- -

36,943,734,439 7,149,511,729

33,994,803,685 3,917,069,196

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和3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 7,309,609,283

-

7,309,639,750

-

57,888

-

172,759

261,114

261,114

230,647

-

349,939,870

3,920,470

1,345,335,444

573,163,761

772,171,683

3,280,804,046

299,913,569

3,333,410,070

1,616,349,567

236,913,593

1,479,290,551

856,359

101,413,184

22,653,319

2,756,702

76,003,163

3,634,664,386

42,420,379

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  令和2年4月1日
至  令和3年3月31日

科目 金額

8,654,975,194

5,020,310,808

1,585,487,554

1,152,480,910

90,672,696



（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 36,169,816,289 △ 3,000,567,976 -

純行政コスト（△） △ 7,309,609,283

財源 9,020,498,635 -

税収等 3,942,689,354

国県等補助金 5,077,809,281

本年度差額 1,710,889,352 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,380,507,079 △ 3,380,507,079

有形固定資産等の増加 4,411,146,782 △ 4,411,146,782

有形固定資産等の減少 △ 1,479,353,097 1,479,353,097

貸付金・基金等の増加 1,247,556,774 △ 1,247,556,774

貸付金・基金等の減少 △ 798,843,380 798,843,380

資産評価差額 △ 2,299,746

無償所管換等 996,167

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 24,183,754 △ 11,413,513 -

その他 △ 2,246,435 837,253

本年度純資産変動額 3,401,140,819 △ 1,680,193,987 -

本年度末純資産残高 39,570,957,108 △ 4,680,761,963 -

1,710,889,352

-

-

△ 1,409,182

1,720,946,832

34,890,195,145

996,167

12,770,241

△ 2,299,746

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日

科目 合計

33,169,248,313

△ 7,309,609,283

9,020,498,635

3,942,689,354

5,077,809,281



（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 3,491,764,664

本年度末資金残高 3,098,624,505

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

764,830,351

22,458,798
436,955,748
436,250,000

705,748

-
261,556

30,238,645

504,321,726
481,862,928

791,451,685

964,644,610
-
-
-

5,494,549,140
4,529,904,530

3,126,166,153
27,541,648
27,480,256

61,392

△ 67,365,978
△ 395,692,644

△ 1,093,157,017

4,401,392,123
3,579,440,237

2,552,485

3,882,329,164
1,385,238,603

566,126,403
492,396,600

1,496,524

3,634,664,386
3,280,804,046

349,939,870
3,920,470

6,326,090,770

1,496,524
1,560,841,940

22,653,319

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  令和2年4月1日

至  令和3年3月31日

科目 金額

7,120,605,835

3,485,941,449
1,531,688,895
1,854,885,650

-

76,713,585


