
（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

323,375

△ 20,736,231

542,010

6,111,187,793

-

6,111,187,793

370,783,748

-

5,976,249,072

5,141,000

9,122,714,873

2,688,339,952

資産合計 負債及び純資産合計 166,041,631,619

2,725,429,033

3,250,820,039

104,639,000

-

166,041,631,619

△ 17,838,909

純資産合計 118,012,655,928

268,493,513

593,361,735

123,858,442

469,503,293

553,554,361

3,800,163,139

△ 2,271,223,469

6,632,085,726

267,676,276

69,464,616

198,211,660

-

-

△ 87,859,972,143

-

-

1,325,976,855

△ 221,429,739

179,148,526,943

1,808,353,260 162,895,165,818

95,771,335,932 △ 44,882,509,890

2,824,679,655 -

- 328,689,107

100,926,443 負債合計 48,028,975,691

△ 8,175,042

- -

- 214,610,738

- 220,878,922

△ 558,734,735 222,703,103

4,491,489 -

△ 4,491,486 -

47,880,270,779 16,771,375,882

△ 16,578,007,539 3,303,170,190

1,761,936,851 2,316,288,320

52,393,193,683 3,875,167

17,986,623,663 2,379,241,867

- -

156,918,916,746 44,725,805,501

149,693,469,285 25,571,312,585

【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 65,330,828,951

9,399,814

33,233,877,642

69,253,630

28,133,650

-

32,008,845,193

9,399,814

-

32,106,351,123

118,650

3,882,410,727

2,203,419

2,476,875,507

1,333,663,141

1,143,212,366

17,246,049,552

670,792,129

9,582,471,438

3,470,948,388

513,352,915

5,470,969,735

127,200,400

673,663,743

274,007,886

27,640,541

372,015,316

21,130,663,698

296,653,541

【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

35,710,753,149

14,580,089,451

4,323,954,270

3,133,863,859

222,644,741



（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 174,878,583,058 △ 27,773,195,042 -

純行政コスト（△） △ 65,330,828,951

財源 33,539,037,833 -

税収等 18,012,700,999

国県等補助金 15,526,336,834

本年度差額 △ 31,791,791,118 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 14,388,571,953 14,388,571,953

有形固定資産等の増加 23,285,429,816 △ 23,285,429,816

有形固定資産等の減少 △ 37,500,005,945 37,500,005,945

貸付金・基金等の増加 1,659,749,356 △ 1,659,749,356

貸付金・基金等の減少 △ 1,833,745,180 1,833,745,180

資産評価差額 △ 2,060,874

無償所管換等 2,572,618,456

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 242,268,462 △ 202,852,034 -

その他 △ 407,671,331 496,756,351

本年度純資産変動額 △ 11,983,417,240 △ 17,109,314,848 -

本年度末純資産残高 162,895,165,818 △ 44,882,509,890 -

△ 31,791,791,118

-

-

89,085,020

△ 29,092,732,088

118,012,655,928

2,572,618,456

39,416,428

【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

△ 2,060,874

147,105,388,016

△ 65,330,828,951

33,539,037,833

18,012,700,999

15,526,336,834



（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 2,442,169,701

本年度末資金残高 2,490,518,413

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,565,329,063

184,101,483

2,106,261,823

2,079,498,488

26,763,335

7,171,400

16,413,401

159,409,482

2,790,197,779

2,606,096,296

1,724,886,019

1,500,998,517

150,000

6,668,000

-

5,797,777,748

4,289,961,231

2,688,339,952

197,821,539

12,206,383

185,615,156

△ 683,935,956
58,787,990

△ 1,822,605,117

3,975,172,631

2,067,292,329

△ 10,439,278

17,083,448,118

7,552,518,320

1,328,009,874

800,079,266

389,368,285

21,130,663,698

17,246,049,552

3,882,410,727

2,203,419

26,764,055,578

320,114,655

6,210,415,308

274,007,886

【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

30,019,773,538

8,889,109,840

4,030,400,744

4,107,448,843

69,253,630

477,252,367


