
（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

43,897,056,271 8,582,649,870
40,839,620,028 5,411,694,732

【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

13,680,710,542 2,210,881,809
△ 7,716,165,040 674,600,334

1,161,987,176 306,161,028

23,142,303,388 -
16,703,020,270 960,073,329

- -

- -
- 85,242,365
- 130,747,550

△ 892,373,161 149,884,812
1,083,626 -

△ 1,083,625 -

205,123,600 46,767,903,201
16,632,913,919 △ 7,564,257,541
2,414,217,014 -

- 2,564,579
- 負債合計 9,257,250,204
-

△ 9,451,436,121
-
-

1,832,642,390
△ 966,170,915
22,668,077,749

89,405,188

173,894,521
118,647,557
55,246,964

135,583,802
2,797,381,893

△ 1,732,979,172

2,883,541,722
22,882,202
7,191,602

15,690,600
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 48,460,895,864

2,734,710,193
136,136,737

-

-

48,460,895,864

△ 3,097,238

純資産合計 39,203,645,660

-

△ 4,895,628

9,751,344

2,776,149,960
-

2,776,149,960

94,171,157
-

2,870,846,930

-

4,563,839,593
1,592,167,400



（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

13,943,000

【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

12,296,301,110

6,651,389,746

1,234,798,134

1,071,014,440

84,797,365

4,881,441,132

65,043,329

5,218,018,603

3,941,000,685

281,139,050

958,725,644

37,153,224

198,573,009

75,058,525

5,060,684

118,453,800

5,644,911,364

756,091,680

7,378,552

3,067,557,265

482,851,074

2,584,706,191

9,133,348,428

93,020,300

9,228,743,845

-

-

-

468,200

95,863,617

2,843,317

468,200

-



（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 46,252,714,356 △ 6,838,044,435 -

純行政コスト（△） △ 9,133,348,428

財源 8,932,003,907 -

税収等 5,634,877,677

国県等補助金 3,297,126,230

本年度差額 △ 201,344,521 -

固定資産等の変動（内部変動） 511,068,435 △ 511,068,435

有形固定資産等の増加 973,598,793 △ 973,598,793

有形固定資産等の減少 △ 962,950,964 962,950,964

貸付金・基金等の増加 1,069,719,523 △ 1,069,719,523

貸付金・基金等の減少 △ 569,298,917 569,298,917

資産評価差額 -

無償所管換等 -

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 △ 11,072,510 2,996,638 -

その他 3,192,920 △ 4,796,788

本年度純資産変動額 503,188,845 △ 714,213,106 -

本年度末純資産残高 46,755,903,201 △ 7,552,257,541 -

△ 8,075,872

【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

-

39,414,669,921

△ 9,133,348,428

8,932,003,907

5,634,877,677

3,297,126,230

△ 201,344,521

-

-

△ 1,603,868

△ 211,024,261

39,203,645,660

-



（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

-
211,353,000

75,058,525

【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

11,337,788,476
5,692,877,112
1,216,077,672
4,259,085,760

-

142,655,155
5,644,911,364
4,881,441,132

756,091,680
7,378,552

11,781,498,735
5,552,800,983
3,017,623,230

445,421,026
2,765,653,496

-

1,196,238,404
947,271,064

1,592,167,400
130,747,550
11,796,885

118,950,665

246,051,771
254,689,243

△ 646,425,787

549,812,617
72,350,000

△ 2,826,012

655,063,259

131,262
517,048,800
517,048,800

-

-
2,843,317

41,584,171

270,997,029
270,865,767

433,035,129

246,124,023
-
-

2,843,317

前年度末資金残高 1,209,556,619

本年度末資金残高 1,461,419,850

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


