
（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

49,808,533,543 10,983,869,588
48,113,028,093 9,092,233,630

【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

16,909,233,351 762,314,395
△ 9,573,158,073 1,424,093,173

1,029,673,046 1,038,835,975

11,932,777,265 2,321,597
3,648,527,787 1,126,407,966

512,797,100 592,000

- -
- 107,738,623
- 25,367,655

△ 611,126,666 42,873,497
- 1,214,902
- 164,038,673

16,830,720 52,247,179,181
35,313,539,570 △ 11,995,958,491

763,223,152 -

- 44,023,848
- 負債合計 12,407,962,761
-

△ 80,748,163,122
-
-

121,133,458
△ 33,845,235

115,131,357,171

85,056,610

31,496
-

31,496

79,834,146
2,223,422,862

△ 1,356,711,604

1,695,473,954
141,929,671
53,182,671
88,747,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 52,659,183,451

833,751,638
1,591,768,000

1,892,791

-

52,659,183,451

△ 4,853,129

純資産合計 40,251,220,690

94,783,000

△ 7,969,544

1,508,729

1,381,674,217
-

1,381,674,217

94,889,219
13,126,000

2,425,519,638

-

2,850,649,908
318,566,660



（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

11,365,224

【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

11,173,080,114

6,072,025,664

1,644,331,741

1,401,579,552

107,738,623

2,837,651,592

123,648,342

4,253,844,201

1,090,024,702

575,612,008

2,533,797,169

54,410,322

173,849,722

49,994,123

12,974,458

110,881,141

5,101,054,450

2,261,316,921

2,085,937

818,892,150

262,663,493

556,228,657

10,351,232,637

50,293,635

10,354,187,964

1,379,307

30,074,758

-

15,884,243

50,293,635

-

47,338,308

-



（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 53,963,160,279 △ 12,128,874,355 -

純行政コスト（△） △ 10,351,232,637

財源 8,611,888,354 -

税収等 6,280,367,721

国県等補助金 2,331,520,633

本年度差額 △ 1,739,344,283 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,745,121,560 1,745,121,560

有形固定資産等の増加 751,950,636 △ 751,950,636

有形固定資産等の減少 △ 2,537,027,927 2,537,027,927

貸付金・基金等の増加 411,613,977 △ 411,613,977

貸付金・基金等の減少 △ 371,658,246 371,658,246

資産評価差額 △ 96

無償所管換等 218,337,806

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 54,373,040 △ 32,455,571 -

その他 △ 243,570,288 159,594,158

本年度純資産変動額 △ 1,715,981,098 132,915,864 -

本年度末純資産残高 52,247,179,181 △ 11,995,958,491 -

21,917,469

【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

△ 96

41,834,285,924

△ 10,351,232,637

8,611,888,354

6,280,367,721

2,331,520,633

△ 1,739,344,283

-

-

△ 83,976,130

△ 1,583,065,234

40,251,220,690

218,337,806



（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

15,048,754
711,976,422

49,994,123

【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

8,695,121,843
3,594,067,393
1,624,250,764
1,772,543,286

1,379,307

147,279,220
5,101,054,450
2,837,651,592
2,261,316,921

2,085,937
8,364,921,852
6,166,776,610
1,543,658,746

279,026,359
375,460,137
16,428,061

977,995,704
728,670,255

318,566,660
25,367,655

△ 1,856,995
27,224,650

26,575,938
△ 116,145,963

△ 508,070,271

469,925,433
125,532,200

△ 805,783

365,348,370

61,144,782
1,070,590,902

884,652,169
185,938,733

53,200,000
-

18,331,344

1,044,014,964
982,870,182

272,861,889

177,576,449
-

71,749,000
-

前年度末資金残高 410,150,751

本年度末資金残高 293,199,005

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


