
（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

35,215,500

△ 19,233,797

299,700,636

5,343,038,841
-

5,343,038,841

138,266,601
6,392,700

3,999,121,772

222,650,114

6,235,696,103
1,795,836,352

資産合計 負債及び純資産合計 146,190,708,354

3,477,021,525
522,100,247

2,974,125

15,221,200

146,190,708,354

△ 6,596,083

純資産合計 124,008,655,479

244,239,089

47,699,832
47,544,548

155,284

17,647,500
2,854,757,926

△ 1,985,143,031

5,969,686,247
143,776,500

-
143,776,500

-
-

△ 284,193,723,592
-
-

2,303,597,579
△ 1,533,866,453
386,319,977,928

87,931,721 143,945,305,523
104,097,622,453 △ 19,959,400,044

1,183,989,491 22,750,000

△ 360,642 8,421,970
- 負債合計 22,182,052,875
-

- -
- 211,291,483

601,071 58,234,758

△ 1,389,033,306 176,067,295
- 2,316,829
- 21,000

45,576,299,622 164,433,916
△ 24,486,483,014 2,387,400,961

1,811,397,806 1,931,047,626

28,955,167,624 454,966,895
6,388,192,786 2,655,851,184

966,621,580 -

139,939,791,051 19,794,651,914
133,922,404,972 16,519,399,919

【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 32,839,591,321

71,685,166

32,209,114,573

410,313,546

27,188,503

-

273,331,289

80,356,590

8,671,424

710,833,338

-

1,936,951,413

38,654,876

2,843,095,488

811,451,252

2,031,644,236

14,037,609,477

653,624,520

13,512,437,259

3,983,381,198

696,099,584

8,131,237,794

701,718,683

607,989,667

114,573,963

26,302,644

467,113,060

16,013,215,766

717,472,936

【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

35,052,210,061

19,038,994,295

4,918,567,369

3,336,508,298

210,961,615



（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 149,595,015,922 △ 18,909,045,442 22,750,000

純行政コスト（△） △ 32,839,591,321

財源 26,216,756,643 -

税収等 14,749,288,754

国県等補助金 11,467,467,889

本年度差額 △ 6,622,834,678 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,602,806,551 5,602,806,551

有形固定資産等の増加 3,055,504,288 △ 3,055,504,288

有形固定資産等の減少 △ 8,141,626,786 8,141,626,786

貸付金・基金等の増加 755,928,210 △ 755,928,210

貸付金・基金等の減少 △ 1,272,612,263 1,272,612,263

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 91,540,180

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 3,793,260 △ 4,147,843 -

その他 40,843,072 △ 26,178,632

本年度純資産変動額 △ 5,649,710,399 △ 1,050,354,602 -

本年度末純資産残高 143,945,305,523 △ 19,959,400,044 22,750,000

14,664,440

△ 6,700,065,001

124,008,655,479

△ 91,540,180

△ 354,583

-

【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

△ 6,622,834,678

-

-

130,708,720,480

△ 32,839,591,321

26,216,756,643

14,749,288,754

11,467,467,889



（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 1,920,983,553

本年度末資金残高 1,767,611,712

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

414,228,590

-
2,507,818,190
2,505,611,000

2,207,190

6,392,700
17,274,333
91,207,042

1,863,317,515
1,863,317,515

1,036,740,155

636,209,881
-
-

1,469,122

3,773,574,505
3,135,895,502

1,795,836,352
28,224,640

△ 7,675,971
35,900,611

644,500,675
△ 152,055,690

△ 1,210,784,955

2,562,789,550
1,411,175,320

△ 1,316,151

14,762,172,078
8,872,368,076

815,399,835
1,987,276,624

411,691,841

16,009,776,766
14,034,170,477
1,936,951,413

38,654,876
26,437,216,613

1,378,295
973,671,022

114,573,963

【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

26,584,967,204
10,575,190,438
4,577,785,668
5,538,911,063

410,313,546

343,919,744


