
（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

34,322,670,848 10,447,060,576
32,383,400,378 8,653,325,160

【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

12,465,525,000 695,967,298
△ 6,562,072,181 1,018,576,480

493,251,053 721,495,071

14,428,342,445 208,332,000
8,314,351,659 889,436,118

- -

- -
- 77,569,373
- 44,568,626

△ 302,822,996 141,467,732
- 1,644,105
- 260,355

20,109,910 36,041,628,616
17,595,269,570 △ 9,997,065,041
2,129,819,659 -

- 31,571,218
- 負債合計 11,465,637,056
-

△ 16,436,573,699
79,349

△ 40,249

283,770,975
△ 159,563,621
31,601,156,689

191,216,843

375,154,223
139,267,169
235,887,054

176,620,467
1,317,526,467

△ 957,738,104

1,564,116,247
54,284,333
16,417,861
37,866,472

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 37,510,200,631

1,481,384,768
237,498,000

20,310,774

-

37,510,200,631

△ 9,774,691

純資産合計 26,044,563,575

14,696,831

△ 18,328,636

4,546,923

1,298,080,356
-

1,298,080,356

105,795,861
75,000

1,718,882,768

24,166,520

3,187,529,783
1,347,693,148



（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

2,414,845

【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

10,456,114,892

4,413,708,979

1,231,191,795

1,018,284,627

77,758,739

4,667,431,571

132,733,584

2,972,128,949

1,833,628,700

193,235,406

944,997,564

267,279

210,388,235

103,277,328

19,562,690

87,548,217

6,042,405,913

1,340,827,903

34,146,439

1,331,492,589

806,953,088

524,539,501

9,095,062,360

25,973,614

9,124,622,303

-

4,048,809

240,197

713,938

34,562,887

8,589,273

5,002,944

-



（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 35,330,473,880 △ 9,800,049,425 -

純行政コスト（△） △ 9,095,062,360

財源 9,645,281,038 -

税収等 5,472,009,658

国県等補助金 4,173,271,380

本年度差額 550,218,678 -

固定資産等の変動（内部変動） 795,182,179 △ 795,182,179

有形固定資産等の増加 1,907,522,283 △ 1,907,522,283

有形固定資産等の減少 △ 964,065,956 964,065,956

貸付金・基金等の増加 732,495,731 △ 732,495,731

貸付金・基金等の減少 △ 880,769,879 880,769,879

資産評価差額 3,864,457

無償所管換等 28,483,554

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 △ 112,430,678 35,925,463 -

その他 △ 3,944,776 12,022,422

本年度純資産変動額 711,154,736 △ 197,015,616 -

本年度末純資産残高 36,041,628,616 △ 9,997,065,041 -

△ 76,505,215

【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

3,864,457

25,530,424,455

△ 9,095,062,360

9,645,281,038

5,472,009,658

4,173,271,380

550,218,678

-

-

8,077,646

514,139,120

26,044,563,575

28,483,554



（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

4,400,132
113,347,950

103,277,328

【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

9,513,581,146
3,471,175,233
1,228,335,232
2,055,214,385

-

84,348,288
6,042,405,913
4,667,431,571
1,340,827,903

34,146,439
10,388,951,033
5,434,191,168
3,646,987,683

795,838,518
511,933,664

4,400,132

2,303,319,469
1,928,573,811

1,347,693,148
35,126,489
3,496,340

31,630,149

△ 119,302,361
△ 107,252,157

△ 972,267,501

1,331,051,968
476,191,201

△ 15,439,686

984,317,705

31,159,304
609,107,728
600,624,185

8,483,543

-
21,528,858
23,586,842

728,410,089
697,250,785

809,745,067

368,222,807
-
-

6,522,851

前年度末資金残高 1,435,258,502

本年度末資金残高 1,312,566,659

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


