
（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

67,176,588,985 24,744,929,256
59,227,981,894 20,268,087,012

【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

34,025,561,068 2,204,123,052
△ 17,881,127,200 3,780,667,563

608,875,730 2,065,851,190

35,052,205,634 52,928,000
17,289,231,259 2,219,791,192
1,103,966,701 -

- -
- 287,030,339
- 1,228,232,685

△ 270,022,004 169,630,232
- -
- 300

175,720,080 72,321,835,387
22,993,449,721 △ 25,263,265,113

564,937,169 -

- 29,922,817
- 負債合計 28,525,596,819
-

△ 34,582,171,230
-
-

2,081,954,122
△ 934,295,336
54,566,567,796

23,908,563

128,641,305
117,462,737
11,178,568

1,296,457,200
9,103,266,785

△ 7,920,940,246

7,819,965,786
355,528,000

8,400,000
347,128,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 75,584,167,093

2,254,789,095
2,890,457,307

131,319

-

75,584,167,093

△ 904,946

純資産合計 47,058,570,274

-

△ 1,450,868

29,611,758

7,334,643,659
-

7,334,643,659

537,434,457
-

5,145,246,402

107,336,432

8,407,578,108
2,696,059,118



（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

8,444,395

【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

23,462,079,414

10,774,179,580

3,967,194,484

3,311,991,837

244,647,399

11,582,116,949

402,110,853

5,777,971,908

3,585,513,405

319,106,970

1,871,188,117

2,163,416

1,029,013,188

152,050,912

552,402

876,409,874

12,687,899,834

1,090,687,148

15,095,737

3,284,412,910

1,448,976,795

1,835,436,115

20,387,696,617

-

20,177,666,504

174,576,422

3,195,445

-

32,258,246

-

-

210,030,113

-



（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 70,434,461,186 △ 23,265,548,951 -

純行政コスト（△） △ 20,387,696,617

財源 20,812,960,145 -

税収等 12,200,942,357

国県等補助金 8,612,017,788

本年度差額 425,263,528 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,423,384,418 △ 2,423,384,418

有形固定資産等の増加 4,524,563,875 △ 4,524,563,875

有形固定資産等の減少 △ 1,970,248,117 1,970,248,117

貸付金・基金等の増加 1,089,484,366 △ 1,089,484,366

貸付金・基金等の減少 △ 1,220,415,706 1,220,415,706

資産評価差額 △ 323,616,481

無償所管換等 △ 205,950,098

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 △ 4,299,839 △ 1,613,071 -

その他 △ 2,143,799 2,017,799

本年度純資産変動額 1,887,374,201 △ 1,997,716,162 -

本年度末純資産残高 72,321,835,387 △ 25,263,265,113 -

△ 5,912,910

【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

△ 323,616,481

47,168,912,235

△ 20,387,696,617

20,812,960,145

12,200,942,357

8,612,017,788

425,263,528

-

-

△ 126,000

△ 110,341,961

47,058,570,274

△ 205,950,098



（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

126,000
620,460,771

152,050,912

【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

21,504,239,400
8,742,804,565
4,429,478,589
3,607,910,123

174,576,422

553,364,941
12,761,434,835
11,582,116,949
1,090,687,148

88,630,738
22,152,703,443
12,059,245,473
6,818,375,058
1,889,288,559
1,385,794,353

174,702,422

4,704,123,849
4,302,583,769

2,696,059,118
1,223,155,152

△ 178,147,650
1,401,302,802

1,034,063,230
△ 154,989,529

△ 2,283,275,151

2,420,848,698
1,173,181,959

△ 1,613,946

1,094,222,392

13,258,754
3,039,487,158
3,039,487,158

-

-
-

88,627,584

2,005,423,928
1,992,165,174

1,159,039,155

396,679,000
-
-

4,861,080

前年度末資金残高 1,629,507,441

本年度末資金残高 1,472,903,966

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


