
*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,909,764 ※ 固定負債 2,101,313 ※

有形固定資産 2,220,374 ※ 地方債等 1,567,592

事業用資産 513,278 ※ 長期未払金 11,768
土地 199,332 退職手当引当金 178,321

立木竹 22,785 損失補償等引当金 0
立木竹減損損失累計額 △ 15,575 その他 343,631

建物 655,168 流動負債 213,488

建物減価償却累計額 △ 379,433 1年内償還予定地方債等 167,372
建物減損損失累計額 △ 150 未払金 12,639

工作物 49,277 未払費用 326
工作物減価償却累計額 △ 30,511 前受金 4,079

船舶 6,102 前受収益 4,375

船舶減価償却累計額 △ 4,367 賞与等引当金 16,745
浮標等 55 預り金 4,473

浮標等減価償却累計額 △ 43 その他 3,479
航空機 0 2,314,801

航空機減価償却累計額 0 【純資産の部】

その他 37 固定資産等形成分 2,951,642
その他減価償却累計額 △ 5 余剰分（不足分） △ 2,083,332 ※

建設仮勘定 10,607 他団体出資等分 7,516
インフラ資産 1,641,099 ※

土地 352,057

建物 95,273
建物減価償却累計額 △ 45,332

工作物 1,954,943
工作物減価償却累計額 △ 940,780

その他 0

その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 224,939

物品 144,652
物品減価償却累計額 △ 78,656

無形固定資産 58,545

ソフトウェア 3,714
その他 54,831

投資その他の資産 630,845
投資及び出資金 38,892 ※

有価証券 29,407

出資金 9,483
その他 1

長期延滞債権 5,098
長期貸付金 55,458

基金 369,399

減債基金 139,355
その他 230,044

その他 165,570
徴収不能引当金 △ 3,571

流動資産 280,794 ※

現金預金 191,500
未収金 11,977

短期貸付金 1,754
基金 40,124

財政調整基金 20,376

減債基金 19,748
棚卸資産 22,231

その他 13,527
徴収不能引当金 △ 320

繰延資産 69 875,826

3,190,627 3,190,627

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

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



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 1,036,344 ※

業務費用 443,443 ※

人件費 232,362
職員給与費 196,926
賞与等引当金繰入額 16,676
退職手当引当金繰入額 14,844
その他 3,916

物件費等 187,132 ※

物件費 97,430
維持補修費 17,724
減価償却費 68,053
その他 3,926

その他の業務費用 23,949
支払利息 7,375
徴収不能引当金繰入額 1,545
その他 15,029

移転費用 592,901
補助金等 577,808
社会保障給付 14,179
他会計への繰出金 0
その他 914

経常収益 82,246
使用料及び手数料 37,868
その他 44,378

純経常行政コスト 954,099 ※

臨時損失 58,738
災害復旧事業費 53,850
資産除売却損 3,087
損失補償等引当金繰入額 0
その他 1,801

臨時利益 1,613 ※

資産売却益 485
その他 1,127

純行政コスト 1,011,224

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 865,142 2,888,790 △ 2,030,620 6,972

純行政コスト（△） △ 1,011,224 △ 1,010,072 △ 1,152

財源 1,028,444 ※ 1,026,767 1,677 ※

税収等 620,934 620,878 56

国県等補助金 407,510 ※ 405,889 1,620

本年度差額 17,220 16,695 525

固定資産等の変動（内部変動） - -

有形固定資産等の増加 - -

有形固定資産等の減少 - -

貸付金・基金等の増加 - -

貸付金・基金等の減少 - -

資産評価差額 △ 4,403 -

無償所管換等 △ 2,185 -

他団体出資等分の増加 150 150

他団体出資等分の減少 △ 131 △ 131

その他 32 - -

本年度純資産変動額 10,684 ※ 62,852 △ 52,712 544

本年度末純資産残高 875,826 2,951,642 △ 2,083,332 7,516

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



*出力条件
*会計年度 ： R02
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【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
他会計への繰出支出
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
16,270

172,454
188,724

前年度末歳計外現金残高 3,200
本年度歳計外現金増減額 △ 423
本年度末歳計外現金残高 2,776 ※

本年度末現金預金残高 191,500

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額

省　略


