
（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

42,558,281,518 18,406,375,618
38,944,510,742 16,782,690,572

【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

28,704,475,884 141,359,166
△ 15,823,774,873 1,784,903,880

5,872,395,455 1,502,052,309

19,121,706,599 4,027,644
3,894,329,962 1,478,298,236

- -

- -
- 144,579,892
- 65,683,945

△ 3,886,877,578 62,264,377
- 69,538
- 113,770

360,800,989 46,136,492,609
19,411,072,294 △ 18,743,844,341
1,478,737,411 -

- 10,140,049
3,567,616 負債合計 20,191,279,498

△ 3,210,856

△ 24,720,496,021
-
-

1,053,839,840
△ 517,576,581
41,717,110,649

77,656,157

31,785,835
30,857,462

928,373

399,456,996
1,438,755,156

△ 1,027,023,307

3,581,984,941
126,825,294

5,543,000
121,282,294

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 47,583,927,766

2,516,493,238
1,056,366,853

5,569,475

-

47,583,927,766

△ 2,354,505

純資産合計 27,392,648,268

5,719,327

△ 6,611,486

179,770,106

3,369,802,242
-

3,369,802,242

90,407,237
5,351,000

3,572,860,091

8,593,407

5,025,646,248
1,174,042,844



（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

25,821,122

【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

15,166,179,003

7,204,353,595

2,271,001,920

1,685,630,111

137,959,580

6,814,659,230

421,591,107

4,593,864,506

2,567,939,107

242,497,675

1,783,427,724

-

339,487,169

188,906,388

9,395,344

141,185,437

7,961,825,408

1,119,486,357

27,679,821

1,639,933,934

872,515,912

767,418,022

13,723,803,529

9,370,336

13,526,245,069

201,811,382

779,874

-

4,478,116

9,510,912

140,576

207,069,372

-



（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 45,997,445,685 △ 18,844,899,597 -

純行政コスト（△） △ 13,723,803,529

財源 13,896,072,607 -

税収等 8,256,456,831

国県等補助金 5,639,615,776

本年度差額 172,269,078 -

固定資産等の変動（内部変動） 198,552,457 △ 198,552,457

有形固定資産等の増加 1,961,022,468 △ 1,961,022,468

有形固定資産等の減少 △ 1,807,607,599 1,807,607,599

貸付金・基金等の増加 591,257,723 △ 591,257,723

貸付金・基金等の減少 △ 546,120,135 546,120,135

資産評価差額 -

無償所管換等 115,447,778

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 △ 15,159,691 4,996,341 -

その他 △ 159,793,620 122,342,294

本年度純資産変動額 139,046,924 101,055,256 -

本年度末純資産残高 46,136,492,609 △ 18,743,844,341 -

△ 10,163,350

【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

-

27,152,546,088

△ 13,723,803,529

13,896,072,607

8,256,456,831

5,639,615,776

172,269,078

-

-

△ 37,451,326

240,102,180

27,392,648,268

115,447,778



（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

1,369,266
654,814,930

188,906,378

【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

13,417,443,402
5,454,023,574
2,262,743,239
2,859,822,883

201,811,382

142,551,074
7,963,419,828
6,816,271,300
1,119,486,357

27,662,171
14,528,379,768
8,202,530,875
4,722,765,431

870,247,981
732,835,481
203,180,648

1,585,815,504
1,302,869,619

1,174,042,844
54,349,476
6,256,655

48,092,821

△ 747,952,413
20,072,706

△ 794,545,529

791,269,975
269,855,608

△ 846,824

1,562,570,648

19,454,627
1,292,512,498
1,242,633,120

49,879,378

15,002,910
140,576

40,152,859

2,040,464,911
2,021,010,284

466,118,022

281,249,555
1,696,330

-
-

前年度末資金残高 1,100,467,486

本年度末資金残高 1,119,693,368

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


