
（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

28,143,358,661 10,426,904,373
27,682,323,727 9,351,723,928

【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

8,874,449,856 359,874,501
△ 5,609,177,354 1,680,420,141

654,996,989 663,378,619

6,045,682,813 370,159
2,639,962,348 714,935,785

- -

- -
- 70,314,559
- 758,807,095

△ 514,549,026 104,125,862
- -
- 1,159,510

- 29,278,019,699
21,380,236,419 △ 10,336,793,803
1,609,467,369 -

- 82,634,496
- 負債合計 12,107,324,514
-

△ 11,430,281,943
-
-

3,004,547,289
△ 1,020,222,568

29,139,469,607

57,059,543

75,785,852
35,496,327
40,289,525

77,256,665
1,062,817,724

△ 806,413,229

385,249,082
11,970,843
4,430,843
7,540,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 31,048,550,410

1,134,133,647
527,391

42,734

-

31,048,550,410

△ 3,230,517

純資産合計 18,941,225,896

7,712,900

△ 1,254,357

5,406,017

291,164,298
-

291,164,298

161,379,311
-

1,134,661,038

18,595,855

2,905,191,749
1,606,933,166



（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

4,911,599

【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

6,580,418,644

3,525,385,203

1,227,142,287

1,042,204,774

51,720,483

1,710,000,349

128,305,431

2,102,067,862

1,129,907,906

59,988,898

890,844,776

21,326,282

196,175,054

109,505,587

1,568,977

85,100,490

3,055,033,441

1,341,574,855

3,458,237

1,100,447,660

824,836,381

275,611,279

5,608,126,704

120,084

5,479,970,984

115,100,405

10,174,608

-

3,000,791

120,084

-

128,275,804

-



（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 29,171,748,159 △ 10,202,688,461 -

純行政コスト（△） △ 5,608,126,704

財源 5,484,475,722 -

税収等 3,567,157,604

国県等補助金 1,917,318,118

本年度差額 △ 123,650,982 -

固定資産等の変動（内部変動） 34,539,524 △ 34,539,524

有形固定資産等の増加 1,089,177,831 △ 1,089,177,831

有形固定資産等の減少 △ 939,510,085 939,510,085

貸付金・基金等の増加 143,192,354 △ 143,192,354

貸付金・基金等の減少 △ 258,320,576 258,320,576

資産評価差額 8,137

無償所管換等 106,376,711

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 △ 13,744,807 1,514,847 -

その他 △ 20,908,025 22,570,317

本年度純資産変動額 106,271,540 △ 134,105,342 -

本年度末純資産残高 29,278,019,699 △ 10,336,793,803 -

△ 12,229,960

【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

8,137

18,969,059,698

△ 5,608,126,704

5,484,475,722

3,567,157,604

1,917,318,118

△ 123,650,982

-

-

1,662,292

△ 27,833,802

18,941,225,896

106,376,711



（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

1,010,137
77,043,851

109,505,587

【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

5,696,836,135
2,641,803,142
1,220,686,776
1,206,883,846

115,100,405

104,726,933
3,055,032,993
1,710,000,349
1,341,574,407

3,458,237
6,230,787,650
3,521,534,508
1,686,408,167

811,703,210
211,141,765
116,110,542

1,108,592,464
1,041,864,096

1,606,933,166
757,058,822
29,232,116

727,826,706

246,954,139
8,687,342

△ 733,151,621

375,440,843
167,205,180

△ 666,027

494,884,824

157,591,843
1,033,528,162

825,785,870
207,742,292

-
271,989

29,576,620

786,574,023
628,982,180

178,387,054

66,071,008
-
-

657,360

前年度末資金残高 841,853,029

本年度末資金残高 849,874,344

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


