
（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

13,607,942,945 3,723,345,919
12,065,939,261 3,268,438,473

【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

4,184,695,078 50,467,159
△ 2,578,701,151 505,029,631

151,399,631 367,905,223

2,052,087,457 -
163,216,929 404,440,287
148,314,203 -

- -
- 35,806,112
- 22,787,045

△ 42,209,295 68,721,091
414,352 3,275,321

△ 371,093 656,700

23,160,706 17,712,457,501
9,730,849,533 △ 3,653,248,707

5,069,551 82,655,493

- 5,878,139
2,168,097 負債合計 4,228,375,550

-

△ 10,545,000,583
-
-

10,787,846
△ 5,843,972

20,123,651,342

5,353,851

33,952,600
30,499,042
3,453,558

142,185,349
1,041,933,838

△ 758,931,567

1,508,051,084
66,428,400

507,800
65,920,600

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 18,370,239,837

2,846,514,556
1,258,000,000

20,183,609

-

18,370,239,837

△ 805,044

純資産合計 14,141,864,287

-

△ 176,073

19,875,321

1,352,418,097
-

1,352,418,097

77,211,983
-

4,104,514,556

84,026,809

4,762,296,892
541,316,467



（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

11,103,800

【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

3,506,270,265

2,170,363,965

784,057,888

641,376,725

35,806,112

1,117,607,608

95,771,251

1,342,299,158

728,600,528

5,828,971

532,322,050

75,547,609

44,006,919

13,053,067

152,145

30,801,707

1,335,906,300

209,505,300

8,793,392

572,754,492

74,916,085

497,838,407

3,021,840,779

1,366,220

2,933,515,773

88,461,797

1,372,866

-

156,562

1,666,219

299,999

89,991,225

-



（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 17,256,615,446 △ 3,279,251,266 82,655,493

純行政コスト（△） △ 3,021,840,779

財源 3,049,118,176 -

税収等 2,066,509,709

国県等補助金 982,608,467

本年度差額 27,277,397 -

固定資産等の変動（内部変動） 456,442,771 △ 456,442,771

有形固定資産等の増加 730,670,412 △ 730,670,412

有形固定資産等の減少 △ 524,816,163 524,816,163

貸付金・基金等の増加 450,730,390 △ 450,730,390

貸付金・基金等の減少 △ 200,141,868 200,141,868

資産評価差額 △ 74,400

無償所管換等 55,670,383

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 3,087,214 1,065,620 -

その他 △ 59,283,913 54,102,313

本年度純資産変動額 455,842,055 △ 373,997,441 -

本年度末純資産残高 17,712,457,501 △ 3,653,248,707 82,655,493

4,152,834

【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

△ 74,400

14,060,019,673

△ 3,021,840,779

3,049,118,176

2,066,509,709

982,608,467

27,277,397

-

-

△ 5,181,600

81,844,614

14,141,864,287

55,670,383



（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

720,000
207,364,110

13,053,067

【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

2,973,599,687
1,637,693,386

768,573,729
817,827,514

88,461,797

38,239,076
1,335,906,301
1,117,607,608

209,505,300
8,793,393

3,334,261,026
2,066,703,906

612,379,296
74,918,875

580,258,949
89,181,797

1,118,035,052
719,603,658

541,316,467
19,050,070

△ 1,839,500
20,889,570

313,163,593
24,057,188

△ 767,950,057

350,084,995
163,395,821

1,357,058

478,843,652

5,235,309
645,470,000
645,470,000

-

-
374,400
783,758

332,306,407
327,071,098

185,531,016

338,358,528
60,000,000

-
72,866

前年度末資金残高 496,852,151

本年度末資金残高 522,266,397

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


