
（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

65,812,434,189 21,988,046,769

55,260,301,302 18,145,694,909

【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

27,735,273,440 373,667,060

△ 14,657,354,346 3,395,784,099

2,157,844,956 2,829,795,889

27,638,125,559 135,499,000

11,400,402,669 3,333,185,800

1,192,461,006 -

- -

- 250,135,627

- 167,476,630

△ 418,871,500 146,020,432

- -

- -

225,982,534 71,695,124,628

26,183,673,205 △ 23,946,764,833

1,857,522,011 -

- 2,355,521

3,369,600 負債合計 25,383,830,868

△ 982,800

△ 25,493,170,542

-

-

1,930,205,975

△ 852,168,405

48,660,607,326

336,315,604

94,185,388

93,960,388

225,000

80,676,840

4,388,742,083

△ 2,950,239,545

10,457,947,499

1,841,659,755

1,695,742,090

145,917,665

-

-

資産合計 負債及び純資産合計 73,132,190,663

4,818,834,498

1,063,365,561

828,727

-

73,132,190,663

△ 8,816,454

純資産合計 47,748,359,795

2,125,244

△ 9,399,515

16,001,581

7,986,962,617

-

7,986,962,617

130,062,308

490,380

5,882,200,059

300,283,794

7,319,756,474

1,298,989,873



（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

14,236,174

【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

27,228,021,202

10,855,176,474

4,167,807,459

3,338,331,994

254,733,252

14,243,645,867

560,506,039

6,285,985,915

4,068,608,442

245,263,688

1,968,163,330

3,950,455

401,383,100

151,422,671

11,396,381

238,564,048

16,372,844,728

1,959,577,821

169,621,040

2,207,989,998

879,334,013

1,328,655,985

25,943,329,805

2,854,349

25,020,031,204

919,753,887

421,213

-

5,977,850

2,854,349

-

926,152,950

-



（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 71,667,403,096 △ 25,142,038,045 -

純行政コスト（△） △ 25,943,329,805

財源 26,742,863,519 -

税収等 15,927,126,657

国県等補助金 10,815,736,862

本年度差額 799,533,714 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 560,105,880 560,105,880

有形固定資産等の増加 1,606,568,831 △ 1,606,568,831

有形固定資産等の減少 △ 1,923,394,853 1,923,394,853

貸付金・基金等の増加 420,013,600 △ 420,013,600

貸付金・基金等の減少 △ 663,293,458 663,293,458

資産評価差額 -

無償所管換等 418,797,633

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 1,747,962 2,546,435 -

その他 167,281,817 △ 166,912,817

本年度純資産変動額 27,721,532 1,195,273,212 -

本年度末純資産残高 71,695,124,628 △ 23,946,764,833 -

4,294,397

【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

-

46,525,365,051

△ 25,943,329,805

26,742,863,519

15,927,126,657

10,815,736,862

799,533,714

-

-

369,000

1,222,994,744

47,748,359,795

418,797,633



（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

1,706,036

1,205,895,025

151,422,671

【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

25,299,821,901

8,856,723,173

4,148,809,618

4,318,695,471

919,753,887

237,795,413

16,443,098,728

14,243,645,867

1,959,577,821

239,875,040

26,769,152,740

15,892,128,424

9,027,169,531

716,543,842

1,133,310,943

921,459,923

1,989,120,349

1,595,058,357

1,298,989,873

151,458,047

2,830,817

148,627,230

△ 1,085,644,494

△ 236,172,429

△ 904,293,876

1,084,826,473

582,672,306

501,160

1,753,765,941

2,341

1,668,472,000

1,668,472,000

-

432,540

-

9,238,744

2,754,116,494

2,754,114,153

492,482,883

389,710,012

1,200,000

-

3,151,980

前年度末資金残高 1,383,203,095

本年度末資金残高 1,147,531,826

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


