
（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

137,814,183,928 48,664,378,656
130,758,686,097 39,906,643,313

【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

86,444,705,408 3,191,844,419
△ 46,422,453,230 5,029,673,892

3,586,820,894 4,134,977,296

61,921,474,798 -
16,618,791,036 5,565,890,924

- -

- -
- 509,381,187
- 93,948,180

△ 2,328,455,916 269,393,827
- -
- 7,012,817

71,891,230 151,059,398,311
67,444,831,371 △ 49,509,126,449
3,183,228,827 -

- 14,960,585
6,473,344,000 負債合計 53,694,052,548

△ 2,523,168,624

△ 67,207,578,274
1,974,704,387

△ 1,225,388,195

3,115,248,971
△ 2,095,710,530
128,164,087,686

978,249,534

20,174,525
19,914,125

260,400

1,536,238,499
6,858,627,169

△ 5,466,247,241

7,035,323,306
266,829,701

3,225,500
263,604,201

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 155,244,324,410

9,618,640,831
3,614,097,542

49,368,000

-

155,244,324,410

△ 22,234,839

純資産合計 101,550,271,862

153,450,354

△ 56,031,012

715,724,888

5,692,824,729
-

5,692,824,729

440,149,201
12,476,010

13,232,738,373

-

17,430,140,482
3,001,918,849



（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

59,107,272,712

20,392,420,390

7,015,580,005

5,809,728,302

506,536,187

32,767,728,128

699,315,516

12,355,652,991

6,690,846,553

248,229,433

5,416,577,005

-

1,021,187,394

386,998,420

102,615,010

531,573,964

38,714,852,322

5,929,773,217

17,350,977

2,837,170,604

1,849,035,605

988,134,999

56,309,007,629

7,507,530

56,270,102,108

6,192,260

38,245,532

-

1,975,259

7,507,530

-

46,413,051

-



（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 153,006,292,643 △ 48,114,502,778 -

純行政コスト（△） △ 56,309,007,629

財源 53,106,769,374 -

税収等 31,934,725,392

国県等補助金 21,172,043,982

本年度差額 △ 3,202,238,255 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,800,004,255 1,800,004,255

有形固定資産等の増加 4,050,052,962 △ 4,050,052,962

有形固定資産等の減少 △ 5,792,961,394 5,792,961,394

貸付金・基金等の増加 1,562,435,955 △ 1,562,435,955

貸付金・基金等の減少 △ 1,619,531,778 1,619,531,778

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 134,657,643

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 3,078,799 5,892,065 -

その他 △ 15,311,233 1,718,264

本年度純資産変動額 △ 1,946,894,332 △ 1,394,623,671 -

本年度末純資産残高 151,059,398,311 △ 49,509,126,449 -

8,970,864

【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

-

104,891,789,865

△ 56,309,007,629

53,106,769,374

31,934,725,392

21,172,043,982

△ 3,202,238,255

-

-

△ 13,592,969

△ 3,341,518,003

101,550,271,862

△ 134,657,643



（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

1,124,942
609,256,003

386,998,420

【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

53,650,961,844
14,936,109,522
7,014,998,705
7,015,702,516

6,192,260

518,409,881
38,714,852,322
32,767,728,128
5,929,773,217

17,350,977
54,435,002,918
31,815,750,624
19,851,040,982
1,833,717,670

934,493,642
7,317,202

4,886,039,377
3,639,934,018

3,001,918,849
93,948,180

△ 16,149,437
110,097,617

△ 66,689,954
△ 1,437,659,991

△ 2,756,949,912

2,129,089,465
726,704,000

6,032,306

1,385,979,875

810,813
3,452,600,000
3,452,600,000

-

592,119,000
78,807,826
10,523,461

3,519,289,954
3,518,479,141

720,935,178

655,845,359
-

590,260,000
-

前年度末資金残高 4,339,598,354

本年度末資金残高 2,907,970,669

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


