
（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

31,187,004

△ 965,743

142,408,375

1,640,028,752
-

1,640,028,752

84,294,288
-

1,913,867,686

410,515

2,671,498,321
530,692,771

資産合計 負債及び純資産合計 16,206,380,816

1,743,918,850
169,948,836

357,308

-

16,206,380,816

△ 122,107

純資産合計 10,832,400,569

32,282,440

10,461,162
9,590,400
870,762

8,758,895
953,186,006

△ 684,053,903

1,760,816,053
57,873,085
7,252,085
50,621,000

-
-

△ 10,195,399,654
-
-

731,698,500
△ 310,733,627
15,347,522,380

297,966,000 15,448,750,181
5,804,862,084 △ 4,616,349,612
223,015,590 -

- 14,090
- 負債合計 5,373,980,247
-

- 20,833,330
- 93,078,780
- 15,260,625

△ 993,913,264 45,365,560
- -
- -

10,181,083,505 57,527,879
△ 6,798,172,535 799,174,330

1,093,888,358 624,621,945

5,689,611,093 -
798,656,529 808,685,125

1,110,102,500 -

13,534,882,495 4,574,805,917
11,763,605,280 3,708,592,913

【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 4,850,452,599

17,744,628

5,009,385,512

135,585,074

24,547,358

-

1,199,572

20,264,917

2,520,289

△ 138,667,996

△ 300,000,000

185,407,821

11,520,832

976,439,773

439,278,501

537,161,272

2,267,444,719

249,474,094

1,855,182,523

1,339,814,802

23,255,407

492,112,314

-

119,313,275

19,988,165

2,041,746

97,283,364

2,464,373,372

49,547,944

【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

5,985,825,285

3,521,451,913

1,546,956,115

1,159,241,277

88,692,800



（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 14,753,895,330 △ 4,022,253,159 -

純行政コスト（△） △ 4,850,452,599

財源 5,193,094,878 -

税収等 3,283,689,522

国県等補助金 1,909,405,356

本年度差額 342,642,279 -

固定資産等の変動（内部変動） 935,835,640 △ 935,835,640

有形固定資産等の増加 1,128,567,552 △ 1,128,567,552

有形固定資産等の減少 △ 493,613,814 493,613,814

貸付金・基金等の増加 526,651,269 △ 526,651,269

貸付金・基金等の減少 △ 225,769,367 225,769,367

資産評価差額 △ 1,160,064

無償所管換等 33,126,583

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 3,930,516 △ 2,264,491 -

その他 △ 276,877,824 1,361,399

本年度純資産変動額 694,854,851 △ 594,096,453 -

本年度末純資産残高 15,448,750,181 △ 4,616,349,612 -

342,642,279

-

-

△ 275,516,425

100,758,398

10,832,400,569

33,126,583

1,666,025

【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

△ 1,160,064

10,731,642,171

△ 4,850,452,599

5,193,094,878

3,283,689,522

1,909,405,356



（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 683,660,978

本年度末資金残高 516,295,898

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

203,868,767

-
773,327,000
773,327,000

-

62,520,289
-

2,518,663

401,609,972
401,609,972

124,799,375

114,892,506
-

65,760,000
-

1,321,548,458
1,140,895,952

530,692,771
14,396,873
1,923,771
12,473,102

371,717,028
△ 167,557,336

△ 743,143,131

578,405,327
388,567,000

192,256

3,291,445,638
1,454,157,356
439,271,671
527,081,422
138,856,373

2,464,373,372
2,267,444,719
185,407,821
11,520,832

5,711,956,087

3,271,299
86,612,581

19,988,165

【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

5,455,843,528
2,991,470,156
1,494,081,182
1,387,169,883

135,585,074

90,230,926


