
（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

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

15,582,107,042 -
2,920,146,349 634,095,717
1,027,122,754 503,000

33,305,749,543 18,768,590,264
27,456,246,945 17,772,225,020

△ 2,154,382,945 978,559,752
- -
- 117,854,093

29,238,429,795 361,766,527
△ 18,388,736,966 3,957,452,929

2,681,892,290 2,693,977,457

- 17,354,802
- 負債合計 22,726,043,193
-

- -
- 147,417,378
- 2,289,447

771,148,945
△ 432,597,811
31,716,199,873

257,635,765 34,894,587,318
11,704,472,794 △ 19,136,940,930

137,435,673 32,802,280

538,233,780
921,494,141

△ 751,827,032

△ 21,025,947,666
-
-

5,834,946,838
908,051,896
565,726,896

14,555,760
14,495,760

60,000

4,511,999,684
-

4,511,999,684
75,370,474

339,855,000
2,470,000

297,319,964
47,838,643

-

1,231,360
1,587,606,415
1,371,903,269

△ 5,633,823
5,209,850,651
1,906,775,316

243,021,629

891,667 純資産合計 15,790,448,668

資産合計 38,516,491,861 負債及び純資産合計 38,516,491,861

215,703,146
50,388,889

1,422,248,010
△ 1,420,968



（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

36,580,449,704 21,839,387,027
30,302,761,897 19,979,140,558

【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

30,337,794,540 343,030,670
△ 18,999,879,920 3,846,331,284

2,969,768,923 2,879,354,866

16,182,355,190 -
2,900,795,582 1,516,820,799
1,027,122,754 395,000

- -
- 146,544,024
- 897,042

△ 2,301,537,912 790,211,973
- -
- 8,659,355

248,291,223 38,569,585,456
13,868,734,744 △ 22,585,585,078

268,537,440 33,162,372

- 20,664,024
- 負債合計 25,685,718,311
-

△ 21,475,056,468
-
-

781,305,197
△ 451,023,229
34,313,759,610

269,242,895

27,815,108
27,755,108

60,000

431,212,194
1,055,548,429

△ 803,876,466

6,249,872,699
914,221,726
571,946,726
339,855,000

2,420,000
-

資産合計 負債及び純資産合計 41,702,881,061

1,568,303,821
332,461,550

34,963,499

791,667

41,702,881,061

△ 1,641,626

純資産合計 16,017,162,750

44,832,828

△ 7,888,334

61,938,352

4,953,158,888
-

4,953,158,888

1,380,354,783
88,370,381

1,900,765,371

76,304,696

5,121,639,690
1,656,888,930



（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

43,013,000

【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

15,031,273,681

7,776,833,297

2,408,926,418

1,949,142,287

146,544,024

6,543,071,955

270,227,107

5,120,200,894

2,306,402,907

1,100,412,464

1,178,220,063

535,165,460

247,705,985

73,430,991

19,072,567

155,202,427

7,254,440,384

659,628,279

51,740,150

1,630,191,988

266,035,375

1,364,156,613

16,571,149,256

24,440,989

13,401,081,693

3,170,827,125

7,101,408

-

16,621,164

24,482,134

41,145

3,194,549,697

-



（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 34,894,587,318 △ 19,136,940,930 32,802,280

純行政コスト（△） △ 16,571,149,256

財源 16,742,599,483 -

税収等 8,156,599,372

国県等補助金 8,586,000,111

本年度差額 171,450,227 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,740,964,387 △ 3,740,964,387

有形固定資産等の増加 4,171,951,752 △ 4,171,951,752

有形固定資産等の減少 △ 1,184,229,263 1,184,229,263

貸付金・基金等の増加 2,336,428,526 △ 2,336,428,526

貸付金・基金等の減少 △ 1,583,186,628 1,583,186,628

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 20,404,620

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 25,245,455 1,082,656 360,092

その他 △ 70,807,084 119,787,356

本年度純資産変動額 3,674,998,138 △ 3,448,644,148 360,092

本年度末純資産残高 38,569,585,456 △ 22,585,585,078 33,162,372

26,688,203

【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

-

15,790,448,668

△ 16,571,149,256

16,742,599,483

8,156,599,372

8,586,000,111

171,450,227

-

-

48,980,272

226,714,082

16,017,162,750

△ 20,404,620



（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

12,680,650
3,809,111,941

73,430,991

【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

13,859,853,479
6,611,906,772
2,386,098,415
3,967,068,503

3,170,827,125

185,308,863
7,247,946,707
6,519,631,990

659,628,279
68,686,438

14,594,014,036
8,166,902,703
4,695,994,691

345,065,280
1,386,051,362
3,183,507,775

4,974,392,127
4,136,681,507

1,656,888,930
12,942

△ 919,938
932,880

1,763,906,644
△ 249,570,175

△ 3,373,241,542

1,601,150,585
101,481,120

603,727

1,359,764,723

2,071,671
3,842,423,982
3,842,423,982

-

627,569,532
41,145

1,315,522

2,078,517,338
2,076,445,667

870,743,266

784,892,153
-

37,939,000
14,879,467

前年度末資金残高 1,905,842,436

本年度末資金残高 1,656,875,988

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


