
（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

47,804,526,742 11,149,574,970
45,969,196,859 8,888,606,634

【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

20,639,784,470 385,730,521
△ 13,810,536,245 1,552,492,703

572,214,326 1,122,722,799

13,556,509,803 -
3,122,123,786 1,875,237,815
3,315,402,500 -

- -
- 202,864,970
- 124,224,917

△ 287,218,234 88,136,052
- -
- 188,565

3,239,200 49,514,662,933
32,065,630,175 △ 10,255,933,320

139,963,189 92,000,000

- 14,355,400
1,500,000 負債合計 12,702,067,673

-

△ 34,728,305,053
-
-

69,483,141
△ 56,263,709

66,349,005,643

148,532,005

10,951,684
8,544,324
2,407,360

291,746,964
1,337,826,561

△ 990,769,680

1,824,378,199
187,842,236

449,792
187,392,444

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 52,052,797,286

1,379,019,852
315,896,043

3,896,238

-

52,052,797,286

△ 5,222,642

純資産合計 39,350,729,613

26,175,876

△ 12,662,282

27,522,282

1,472,612,707
-

1,472,612,707

234,450,782
15,220,296

1,694,915,895

1,877,657

4,248,270,544
2,277,487,693



（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

19,675,779,630

7,845,329,210

3,121,766,546

2,459,608,476

202,864,970

10,811,500,983

459,293,100

4,399,137,358

2,275,820,033

150,254,662

1,752,384,841

220,677,822

324,425,306

69,267,429

31,943,199

223,214,678

11,830,450,420

974,846,491

44,102,946

2,172,282,938

915,587,354

1,256,695,584

19,941,279,854

68,626,691

17,503,496,692

2,489,282,002

5,061,305

-

16,112,165

72,672,310

4,045,619

2,510,455,472

-



（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 49,720,932,674 △ 10,817,417,250 92,000,000

純行政コスト（△） △ 19,941,279,854

財源 20,288,729,211 -

税収等 10,860,569,528

国県等補助金 9,428,159,683

本年度差額 347,449,357 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 246,906,215 246,906,215

有形固定資産等の増加 1,483,829,230 △ 1,483,829,230

有形固定資産等の減少 △ 1,780,523,321 1,780,523,321

貸付金・基金等の増加 249,269,725 △ 249,269,725

貸付金・基金等の減少 △ 199,481,849 199,481,849

資産評価差額 △ 10,512

無償所管換等 △ 14,894,137

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 △ 26,352,983 17,193,667 -

その他 81,894,106 △ 50,065,309

本年度純資産変動額 △ 206,269,741 561,483,930 -

本年度末純資産残高 49,514,662,933 △ 10,255,933,320 92,000,000

△ 9,159,316

【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

△ 10,512

38,995,515,424

△ 19,941,279,854

20,288,729,211

10,860,569,528

9,428,159,683

347,449,357

-

-

31,828,797

355,214,189

39,350,729,613

△ 14,894,137



（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

2,818,853
2,675,917,317

69,267,429

【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

17,879,123,144
6,077,680,911
3,114,531,072
2,667,503,848

2,489,282,002

226,378,562
11,801,442,233
10,782,492,796

974,846,491
44,102,946

19,177,437,826
10,816,779,822
6,165,711,113

905,675,318
1,289,271,573
2,492,100,855

1,693,665,645
1,498,955,032

2,277,487,693
119,597,535

△ 10,579,548
130,177,083

△ 470,955,758
96,830,725

△ 914,344,661

779,320,984
633,685,489

△ 2,385,429

1,482,131,144

55,317,819
606,656,328
606,656,328

-

6,668,628
15,864,535
13,784,438

1,077,612,086
1,022,294,267

109,317,894

192,910,607
-

1,800,000
6

前年度末資金残高 2,063,444,862

本年度末資金残高 2,157,890,158

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


