
（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

49,801,710

△ 7,823,684

20,441,672

3,573,328,878
-

3,573,328,878

102,685,289
2,213,900

3,946,830,272

65,736,650

5,623,349,308
1,523,128,144

資産合計 負債及び純資産合計 41,411,409,663

3,570,583,806
376,246,466

31,658,988

-

41,411,409,663

△ 3,608,957

純資産合計 18,548,743,978

116,502,731

356,446,147
43,720,645

312,725,502

275,814,037
3,342,338,359

△ 2,374,632,591

3,881,103,103
83,556,818
21,667,013
61,889,805

-
-

△ 18,737,311,935
104,719

△ 53,118

298,422,908
△ 166,457,717
32,478,617,845

306,656,887 39,737,104,527
14,745,060,725 △ 21,188,360,549

595,923,986 -

- 45,550,161
- 負債合計 22,862,665,685
-

- 877,000
- 160,314,127
- 54,293,892

△ 1,377,351,323 378,366,737
- 18,466,492
- 89,689

19,143,695,751 933,803,732
△ 10,984,057,579 2,345,767,182

1,800,443,041 1,687,809,084

15,837,744,612 4,474,654,760
6,115,444,209 1,936,788,235

832,913,626 -

35,788,060,355 20,516,898,503
31,550,511,105 13,171,651,776

【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



（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 15,141,976,862

44,469,981

15,052,727,702

105,086,220

37,748,613

316,993

2,887,577

56,790,243

12,320,262

146,039,403

-

839,467,034

36,160,046

1,593,550,804

511,375,515

1,082,175,289

8,764,387,752

219,054,166

4,141,079,946

2,493,293,249

369,848,296

1,180,335,970

97,602,431

611,456,936

100,401,198

13,502,892

497,552,846

9,640,014,832

7,536,421

【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

16,646,278,506

7,006,263,674

2,253,726,792

1,872,497,546

154,638,659



（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 39,292,973,957 △ 21,109,976,577 -

純行政コスト（△） △ 15,141,976,862

財源 15,508,853,797 -

税収等 9,512,718,647

国県等補助金 5,996,135,150

本年度差額 366,876,935 -

固定資産等の変動（内部変動） 455,549,791 △ 455,549,791

有形固定資産等の増加 1,678,017,639 △ 1,678,017,639

有形固定資産等の減少 △ 1,211,160,783 1,211,160,783

貸付金・基金等の増加 640,613,697 △ 640,613,697

貸付金・基金等の減少 △ 651,920,762 651,920,762

資産評価差額 5,100,009

無償所管換等 △ 194,072,047

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 200,568,427 △ 67,728,585 -

その他 △ 23,015,610 78,017,469

本年度純資産変動額 444,130,570 △ 78,383,972 -

本年度末純資産残高 39,737,104,527 △ 21,188,360,549 -

366,876,935

-

-

55,001,859

365,746,598

18,548,743,978

△ 194,072,047

132,839,842

【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

5,100,009

18,182,997,380

△ 15,141,976,862

15,508,853,797

9,512,718,647

5,996,135,150



（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

前年度末資金残高 1,748,376,658

本年度末資金残高 1,481,460,832

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,380,994,289

25,334,259
1,494,729,243
1,483,533,324

11,195,919

3,956,400
30,335,517
43,013,639

1,839,287,486
1,813,953,227

596,250,474

486,112,386
-

3,000,000
13,345,845

2,214,890,349
1,712,432,118

1,523,128,144
41,667,312

△ 6,637,366
48,304,678

△ 344,558,243
△ 301,699,808

△ 1,338,135,854

876,754,495
203,198,465

34,783,982

9,489,190,644
5,533,250,950

499,254,459
1,118,964,383

110,899,871

9,640,014,832
8,764,387,752

839,467,034
36,160,046

16,640,660,436

5,813,651
354,569,558

100,401,198

【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

15,503,335,834
5,863,321,002
2,239,630,717
3,031,620,675

105,086,220

491,668,412


