
（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

77,258,115,801 27,761,954,928
70,875,364,046 24,095,275,245

【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

30,730,563,631 1,246,368,306
△ 17,098,143,724 2,962,817,063

1,820,651,984 2,630,466,199

33,942,307,162 -
17,273,922,298 2,413,492,377
1,455,862,401 6,819,000

- -
- 233,246,581
- 41,158,797

△ 1,149,329,323 46,004,466
- -
- -

908,779,895 80,958,720,042
35,510,190,709 △ 29,107,904,412
1,471,411,773 -

- 11,941,020
- 負債合計 30,724,771,991
-

△ 53,895,486,483
-
-

496,764,182
△ 256,586,390
87,261,880,350

580,346,602

58,266,160
46,114,720
12,151,440

432,207,277
4,720,510,579

△ 3,297,644,404

6,324,485,595
151,530,000

-
151,530,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 82,575,587,621

3,116,910,280
555,005,961

92,521,618

-

82,575,587,621

△ 11,350,873

純資産合計 51,850,815,630

152,664,000

△ 20,914,576

967,505

5,460,859,569
-

5,460,859,569

258,346,831
28,688,000

3,671,916,241

-

5,317,471,820
1,276,382,498



（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

1,797,858

【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

29,645,801,203

9,921,397,717

3,170,891,505

2,756,945,501

233,246,581

16,699,081,948

178,901,565

6,128,199,829

3,122,907,466

799,918,873

2,205,372,380

1,110

622,306,383

176,833,832

31,309,365

414,163,186

19,724,403,486

2,962,941,131

62,380,407

1,745,716,218

793,367,132

952,349,086

28,052,083,447

8,569,110

27,900,084,985

90,848,200

57,393,603

-

12,325,769

8,569,110

-

160,567,572

-



（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 78,975,639,128 △ 27,149,807,405 -

純行政コスト（△） △ 28,052,083,447

財源 28,225,520,844 -

税収等 16,558,952,501

国県等補助金 11,666,568,343

本年度差額 173,437,397 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,131,061,184 △ 2,131,061,184

有形固定資産等の増加 1,796,234,653 △ 1,796,234,653

有形固定資産等の減少 △ 2,208,848,063 2,208,848,063

貸付金・基金等の増加 3,098,114,675 △ 3,098,114,675

貸付金・基金等の減少 △ 554,440,081 554,440,081

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 115,877,909

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 △ 32,624,918 49,334 -

その他 522,557 △ 522,554

本年度純資産変動額 1,983,080,914 △ 1,958,097,007 -

本年度末純資産残高 80,958,720,042 △ 29,107,904,412 -

51,825,831,723

△ 28,052,083,447

28,225,520,844

16,558,952,501

11,666,568,343

【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

51,850,815,630

△ 115,877,909

△ 32,575,584

-

173,437,397

-

-

3

24,983,907



（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

4,143,224
410,900,742

176,833,832

【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

27,611,746,365
7,887,342,879
3,176,078,005
4,035,400,327

90,848,200

499,030,715
19,724,403,486
16,699,081,948
2,962,941,131

62,380,407
28,452,243,237
16,432,886,131
10,890,900,500

781,061,574
347,395,032
94,991,424

2,209,898,220
1,690,350,631

1,276,382,498
41,158,797
△ 401,896
41,560,693

△ 161,935,335
△ 336,130,864

△ 1,330,601,719

879,296,501
364,774,000

△ 3,318,686

1,156,406,190

33,042,512
2,341,897,000
2,313,959,000

27,938,000

28,586,000
-

80,405,999

2,503,832,335
2,470,789,823

405,530,502

519,547,589
-
-
-

前年度末資金残高 1,574,673,251

本年度末資金残高 1,235,223,701

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


