
（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

6,474,658

△ 18,599,584

2,198,407

5,892,794,127
-

5,892,794,127

225,135,589
1,523,942

2,431,985,707

3,614,146

4,554,369,495
1,897,731,835

資産合計 負債及び純資産合計 92,744,079,889

2,043,205,808
388,779,899

808,837

-

92,744,079,889

△ 5,014,822

純資産合計 54,607,899,173

416,506,058

730,910,130
9,826,440

721,083,690

357,523,279
1,811,633,629

△ 1,270,335,055

6,354,462,405
53,673,000
16,575,000
37,098,000

-
-

△ 22,843,498,521
-
-

526,023,613
△ 229,610,047
64,621,656,533

1,390,678,788 90,623,220,043
48,952,829,693 △ 36,016,320,870
6,520,734,836 1,000,000

- 7,667,935
- 負債合計 38,136,180,716
-

- -
- 150,914,070
- 197,343,067

△ 226,604,268 95,882,678
- 4,085,055
- -

26,603,488,561 11,805,797,601
△ 12,154,408,489 2,366,880,169

1,151,051,123 1,910,987,364

31,610,209,592 -
14,489,513,877 1,629,698,605

356,490,000 -

88,189,710,394 35,769,300,547
81,104,337,859 22,333,804,341

【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 22,579,654,310

7,412,004

22,768,483,542

4,905,746

697,831

-

19,634,362

214,067,171

206,655,167

25,237,939

-

2,680,357,522

29,119,070

1,813,364,259

1,034,185,536

779,178,723

11,635,955,208

305,088,232

6,716,692,934

4,199,454,774

218,730,955

2,260,307,843

38,199,362

876,086,968

247,163,874

18,397,824

610,525,270

14,345,431,800

-

【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

24,581,847,801

10,236,416,001

2,643,636,099

2,188,938,878

149,608,989



（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 88,589,297,811 △ 34,407,818,136 1,000,000

純行政コスト（△） △ 22,579,654,310

財源 23,110,284,837 -

税収等 13,207,556,494

国県等補助金 9,902,728,343

本年度差額 530,630,527 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,533,152,269 △ 2,533,152,269

有形固定資産等の増加 3,595,242,758 △ 3,595,242,758

有形固定資産等の減少 △ 2,273,703,087 2,273,703,087

貸付金・基金等の増加 2,366,962,052 △ 2,366,962,052

貸付金・基金等の減少 △ 1,155,349,454 1,155,349,454

資産評価差額 2,418,032

無償所管換等 △ 34,293,968

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 △ 98,462,112 11,670,347 -

その他 △ 368,891,989 382,348,661

本年度純資産変動額 2,033,922,232 △ 1,608,502,734 -

本年度末純資産残高 90,623,220,043 △ 36,016,320,870 1,000,000

530,630,527

-

-

13,456,672

425,419,498

54,607,899,173

△ 34,293,968

△ 86,791,765

【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

2,418,032

54,182,479,675

△ 22,579,654,310

23,110,284,837

13,207,556,494

9,902,728,343



（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 2,119,232,251

本年度末資金残高 1,729,693,078

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,625,352,050

81,446
1,910,906,550
1,910,906,550

-

474,000
214,655,168
94,643,133

1,903,636,183
1,903,554,737

803,126,835

404,977,272
114,565,000

288,000
37,096

3,951,681,424
3,431,814,056

1,897,731,835
168,038,757

7,941,523
160,097,234

7,270,367
△ 389,026,963

△ 2,021,649,380

1,930,032,044
817,132,908

△ 512,210

13,183,784,513
8,532,985,089
1,045,338,035

701,219,918
4,905,746

14,345,431,800
11,635,955,208
2,680,357,522

29,119,070
23,463,327,555

-
653,550,210

247,163,874

【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

22,486,619,969
8,141,188,169
2,460,252,616
4,446,431,614

4,905,746

987,340,065


