
（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

【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

48,432,022,292 23,588,843,800
45,091,666,648 21,191,980,302

16,435,956,551 -

7,353,582,440 1,607,099,675

117,860,000 22,235,000

20,532,432,975 767,528,823

△ 12,708,301,952 2,405,358,243
3,826,690,109 2,068,642,730

△ 2,991,667,620 28,217,334

- -

- 2,747

- -

- 154,483,931

- 152,368,911

- 1,642,590

3,852,230 負債合計 25,994,202,043
-

301,508,369 49,644,525,156
28,380,468,390 △ 24,535,061,052

662,643,274 -

3,192,937,898

△ 1,849,215,991

50,973,189,190

△ 24,804,912,839

-

-

205,826,858

938,410,176

△ 663,168,469

44,089,850
44,089,850

-

3,296,265,794
67,149,000

1,000

67,148,000

-

-

254,112,561

1,488,100

2,852,312,284
-

2,852,312,284

129,724,322

△ 8,520,473

2,671,643,855
1,371,456,583

76,269,157

1,933,970

1,210,568,894
923,950,612

286,618,282

17,921,536

331,000

△ 6,837,285

- 純資産合計 25,109,464,104
資産合計 51,103,666,147 負債及び純資産合計 51,103,666,147



（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

【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

15,998,695,282

7,159,089,338

2,094,779,646

1,678,894,761

149,891,365

2,718,470

263,275,050

4,561,359,267

2,524,194,073

176,044,411

1,856,499,027

4,621,756

502,950,425

279,665,860

13,797,020

209,487,545

8,839,605,944

7,486,079,313

1,351,439,436

2,087,195

1,021,846,073

832,146,014

189,700,059

14,976,849,209

481,049,888

470,354,825

8,572,059

-

-

2,123,004

16,054,011

195,090

15,858,921

15,441,845,086



（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 50,248,613,727 △ 25,314,622,315 -

純行政コスト（△） △ 15,441,845,086

財源 15,631,109,720 -

税収等 8,986,531,099

国県等補助金 6,644,578,621

本年度差額 189,264,634 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 565,702,660 565,702,660

有形固定資産等の増加 1,436,861,312 △ 1,436,861,312

有形固定資産等の減少 △ 1,869,527,482 1,869,527,482

貸付金・基金等の増加 703,113,091 △ 703,113,091

貸付金・基金等の減少 △ 836,149,581 836,149,581

資産評価差額 -

無償所管換等 5,265,828

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 △ 22,468,002 7,750,890 -

その他 △ 21,183,737 16,843,079

本年度純資産変動額 △ 604,088,571 779,561,263 -

本年度末純資産残高 49,644,525,156 △ 24,535,061,052 -

【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

24,933,991,412

△ 15,441,845,086

15,631,109,720

8,986,531,099

6,644,578,621

189,264,634

-

5,265,828

-

-

△ 14,717,112

△ 4,340,658

175,472,692

25,109,464,104

科目 合計



（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

【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

14,130,858,474

5,291,271,391

2,075,523,375

2,724,680,218

279,665,860

211,401,938

8,839,587,083

7,486,079,313

1,351,439,436

2,068,334

15,676,958,122

8,929,570,960

5,711,605,837

824,067,877

211,713,448

475,469,707

470,354,825

5,114,882

437,253,218

1,507,883,159

2,083,265,313

1,430,226,157

652,554,716

-

480,000

4,440

1,336,241,134

496,625,241

756,334,111

2,436,329

9,151,486

71,693,967

△ 747,024,179

2,003,360,988

2,003,275,304

85,684

1,171,694,859

1,169,533,320

2,161,539

△ 831,666,129
本年度資金収支額 △ 70,807,149
前年度末資金残高 1,291,802,089
比例連結割合変更に伴う差額 △ 1,206,998
本年度末資金残高 1,219,787,942

182,606,252

△ 30,937,611

151,668,641

1,371,456,583

科目 金額


