
（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

42,494,380,864 17,239,468,677
39,939,105,072 13,836,982,167

【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

22,547,243,854 1,614,647,970
△ 13,969,439,657 1,517,157,690

664,186,010 1,215,746,568

24,644,148,244 -
15,140,759,901 1,787,838,540

3,141,840 -

- -
- 173,331,837
- 47,582,008

△ 139,947,633 39,234,852
- -
- -

398,203,929 43,413,409,874
14,883,188,365 △ 16,625,091,761
4,449,323,452 -

- 41,262,425
- 負債合計 18,756,626,367
-

△ 9,951,451,037
94,657,159

△ 36,012,578

1,705,268,417
△ 875,329,241
19,271,752,883

112,147,015

56,462,742
56,208,942

253,800

224,979,310
2,945,175,840

△ 2,533,407,377

2,498,813,050
27,691,919
1,999,919

25,692,000
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 45,544,944,480

745,587,010
173,442,000

426,450

-

45,544,944,480

△ 4,595,387

純資産合計 26,788,318,113

52,625,000

△ 4,728,259

62,583,427

2,311,077,375
-

2,311,077,375

101,709,963
-

919,029,010

-

3,050,563,616
1,971,410,153



（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

6,877,413

【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

19,657,266,431

6,258,162,578

2,444,072,915

2,117,562,165

173,331,837

11,877,786,038

146,301,500

3,481,351,706

2,244,780,966

176,244,882

1,059,473,935

851,923

332,737,957

129,468,687

3,704,695

199,564,575

13,399,103,853

1,514,597,026

6,720,789

999,500,878

628,896,633

370,604,245

18,668,801,238

1,365,339

18,657,765,553

-

9,513,633

-

2,887,391

1,365,339

-

12,401,024

-



（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 41,706,807,870 △ 14,946,962,290 -

純行政コスト（△） △ 18,668,801,238

財源 18,833,138,297 -

税収等 10,845,221,044

国県等補助金 7,987,917,253

本年度差額 164,337,059 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,826,845,174 △ 1,826,845,174

有形固定資産等の増加 1,913,551,416 △ 1,913,551,416

有形固定資産等の減少 △ 1,089,637,111 1,089,637,111

貸付金・基金等の増加 1,460,681,773 △ 1,460,681,773

貸付金・基金等の減少 △ 457,750,904 457,750,904

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 118,959,908

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 26,557,779 △ 1,836,557 -

その他 △ 27,841,041 △ 13,784,799

本年度純資産変動額 1,706,602,004 △ 1,678,129,471 -

本年度末純資産残高 43,413,409,874 △ 16,625,091,761 -

24,721,222

【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

-

26,759,845,580

△ 18,668,801,238

18,833,138,297

10,845,221,044

7,987,917,253

164,337,059

-

-

△ 41,625,840

28,472,533

26,788,318,113

△ 118,959,908



（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

2,435,010
462,246,832

129,468,687

【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

18,593,745,240
5,194,641,387
2,422,551,118
2,421,991,738

-

220,629,844
13,399,103,853
11,877,786,038
1,514,597,026

6,720,789
18,726,260,640
10,775,294,376
7,074,756,674

614,522,984
261,686,606

2,435,010

2,107,134,669
1,840,711,985

1,971,410,153
47,582,008
29,904,297
17,677,711

416,334,094
△ 222,051,123

△ 1,230,712,439

876,422,230
451,691,730

4,916,960

592,327,222

13,189,769
1,578,643,500
1,578,643,500

-

-
-

17,887,500

1,162,309,406
1,149,119,637

406,843,000

266,422,684
-
-
-

前年度末資金残高 2,140,962,308

本年度末資金残高 1,923,828,145

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額








