
（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

26,686,194,375 18,437,893,749
22,086,120,770 16,924,004,487

【様式第１号】

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

20,653,028,326 7,091,879
△ 14,240,198,929 1,628,087,122

3,291,437,261 1,489,831,617

12,027,452,953 -
1,717,665,187 1,506,797,383
1,312,775,500 -

- -
- 107,018,772
- 19,130,741

△ 1,946,328,125 2,783,512
25,102,142 1,045,280

△ 24,700,609 -

1,238,672,200 28,487,135,352
9,794,972,504 △ 18,827,625,696

272,030,646 -

- 8,277,200
- 負債合計 20,065,980,871
-

△ 21,627,109,935
-
-

199,470,403
△ 86,072,499

30,113,117,089

46,346,999

7,323,854
7,224,000

99,854

923,536,800
1,500,005,507

△ 1,236,310,194

4,592,749,751
121,103,876

2,687,876
118,416,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 29,725,490,527

800,940,977
1,000,000,000

140,042

-

29,725,490,527

△ 604,402

純資産合計 9,659,509,656

-

△ 1,669,046

76,431

4,426,964,846
-

4,426,964,846

150,433,506
-

1,800,940,977

3,076

3,039,296,152
1,088,309,598



（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

10,789,630

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

13,376,425,417

5,541,482,837

1,765,933,493

1,532,668,244

107,018,772

4,404,599,030

115,456,847

3,562,413,721

2,308,394,246

358,579,817

891,862,603

3,577,055

213,135,623

94,009,786

632,369

118,493,468

7,834,942,580

3,413,897,151

16,446,399

1,587,333,389

393,536,488

1,193,796,901

11,800,721,461

12,020,540

11,789,092,028

22,841,783

698,500

-

199,000

12,109,850

89,310

23,739,283

-



（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 25,550,320,280 △ 17,661,233,380 -

純行政コスト（△） △ 11,800,721,461

財源 13,559,417,046 -

税収等 7,876,999,362

国県等補助金 5,682,417,684

本年度差額 1,758,695,585 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,956,214,953 △ 2,956,214,953

有形固定資産等の増加 3,736,650,587 △ 3,736,650,587

有形固定資産等の減少 △ 892,313,556 892,313,556

貸付金・基金等の増加 1,308,634,352 △ 1,308,634,352

貸付金・基金等の減少 △ 1,196,756,430 1,196,756,430

資産評価差額 2,003,876

無償所管換等 24,166,372

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 △ 17,634,632 24,281,724 -

その他 △ 27,935,497 6,845,328

本年度純資産変動額 2,936,815,072 △ 1,166,392,316 -

本年度末純資産残高 28,487,135,352 △ 18,827,625,696 -

6,647,092

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 合計

2,003,876

7,889,086,900

△ 11,800,721,461

13,559,417,046

7,876,999,362

5,682,417,684

1,758,695,585

-

-

△ 21,090,169

1,770,422,756

9,659,509,656

24,166,372



（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

6,050,765
629,564,329

94,009,786

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

12,482,875,908
4,647,933,328
1,758,423,659
2,671,926,173

22,841,783

123,573,710
7,834,942,580
4,404,599,030
3,413,897,151

16,446,399
12,737,414,442
7,480,810,811
4,103,262,583

392,217,708
761,123,340
28,892,548

4,660,307,521
3,735,749,171

1,088,309,598
19,042,962

△ 4,375,602
23,418,564

963,843,763
△ 313,942,856

△ 2,132,996,934

2,527,310,587
964,071,483

△ 2,882,351

855,210,315

2,659,392
2,648,363,200
2,648,363,200

-

-
89,311

391,470,873

1,684,519,437
1,681,860,045

1,171,678,920

924,558,350
-
-
-

前年度末資金残高 1,386,091,843

本年度末資金残高 1,069,266,636

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


