
（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

【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

47,882,993,746 22,069,065,979
44,471,825,954 19,956,882,439

16,108,984,307 -

7,377,390,960 1,360,105,928

117,860,000 7,408,000

20,655,982,382 744,669,612

△ 13,100,713,940 2,413,001,937
4,102,711,360 2,029,607,950

△ 3,062,830,508 63,465,939

- -

- 15,107

- -

- 155,786,447

- 162,450,047

- 1,676,447

2,584,053 負債合計 24,482,067,916
-

16,000,000 49,130,860,814
28,076,313,221 △ 22,902,034,208

663,889,237 -

3,200,159,279

△ 1,927,847,190

51,859,194,073

△ 25,930,056,959

-

-

210,974,781

994,993,225

△ 708,464,799

73,590,899
73,590,899

-

3,337,576,893
67,149,000

1,000

67,148,000

-

-

239,143,482

5,000,100

2,926,822,781
-

2,926,822,781

106,238,115

△ 6,776,585

2,827,900,776
1,484,885,504

94,915,223

1,440,000

1,246,427,068
959,112,786

287,314,282

8,600,524

326,900

△ 8,694,443

- 純資産合計 26,228,826,606
資産合計 50,710,894,522 負債及び純資産合計 50,710,894,522



（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

【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

17,840,510,819

7,287,355,759

2,422,612,526

1,789,568,137

151,155,881

-

481,888,508

4,410,600,557

2,319,280,659

226,183,897

1,855,619,269

9,516,732

454,142,676

251,749,288

11,657,611

190,735,777

10,553,155,060

9,200,951,185

1,346,802,143

5,401,732

1,325,662,155

823,875,267

501,786,888

16,514,848,664

204,953,682

167,779,968

33,350,705

-

-

3,823,009

18,572,205

1,979,833

16,592,372



純行政コスト 16,701,230,141



（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 49,644,525,156 △ 24,535,061,052 -

純行政コスト（△） △ 16,701,230,141

財源 17,849,898,529 -

税収等 9,192,200,062

国県等補助金 8,657,698,467

本年度差額 1,148,668,388 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 499,258,849 499,258,849

有形固定資産等の増加 1,296,629,059 △ 1,296,629,059

有形固定資産等の減少 △ 1,857,226,176 1,857,226,176

貸付金・基金等の増加 975,744,009 △ 975,744,009

貸付金・基金等の減少 △ 914,405,741 914,405,741

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 34,232,350

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 4,856,492 △ 3,065,456 -

その他 14,970,365 △ 11,834,937

本年度純資産変動額 △ 513,664,342 1,633,026,844 -

本年度末純資産残高 49,130,860,814 △ 22,902,034,208 -

【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

25,109,464,104

△ 16,701,230,141

17,849,898,529

9,192,200,062

8,657,698,467

1,148,668,388

-

△ 34,232,350

-

-

1,791,036

3,135,428

1,119,362,502

26,228,826,606

科目 合計


