
（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

31,147,194,952 -
12,962,449,625 360,138,448

358,907,400 -

91,343,905,593 38,228,337,480
85,582,467,192 28,439,897,129

△ 79,860,483 711,763,414
- -
- 131,635

38,185,667,718 9,428,301,903
△ 21,260,888,778 3,841,502,107

459,984,245 2,720,606,572

- 10,000,000
972,772 負債合計 42,069,839,587

-

- -
- 224,413,920
- 174,586,566

2,258,635,712
△ 495,487,137
80,283,587,474

519,962,453 96,465,852,621
51,067,853,887 △ 36,602,845,139
6,755,605,452 7,700,000

202,968,894
7,221,061,943

△ 3,853,643,590

△ 37,937,456,508
-
-

5,258,669,922
60,551,444

50,000

502,768,479
-

502,768,479

4,733,244,496
-

4,733,244,496
102,000

60,501,444
-

468,476,595
30,925,516

-

10,900,592
5,111,046,436
4,275,055,405

△ 34,630,129
10,596,641,476
5,185,233,528

297,866,281

- 純資産合計 59,870,707,482

資産合計 101,940,547,069 負債及び純資産合計 101,940,547,069

835,991,031
289,115

4,600,414
△ 13,294,890



（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

97,854,557,947 42,659,238,549
89,524,786,477 30,753,892,700

【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

39,335,570,355 9,409,139,820
△ 22,212,692,233 3,508,975,684

541,421,728 3,015,839,654

35,951,530,548 -
13,622,866,407 2,496,206,029

358,907,400 -

- -
- 239,439,658
- 80,418,804

△ 102,687,703 137,987,368
- -
- 19,732,280

4,408,144,594 103,461,193,451
50,470,588,572 △ 41,650,551,344
6,805,574,467 7,700,000

- 15,557,920
- 負債合計 46,168,214,233
-

△ 39,648,768,567
-
-

2,273,726,622
△ 572,305,320
81,257,319,120

385,732,320

510,422,772
-

510,422,772

355,042,250
7,287,338,525

△ 4,184,671,168

7,819,348,698
79,927,602

50,000
79,877,602

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 107,986,556,340

4,612,502,922
986,390,689

4,223,709

-

107,986,556,340

△ 15,029,604

純資産合計 61,818,342,107

24,404,083

△ 28,908,915

385,544

7,358,091,108
-

7,358,091,108

350,417,721
7,741,893

5,598,893,611

102,500

10,131,998,393
4,185,365,519



（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

39,236,996,432

12,344,600,699

3,792,012,734

2,976,089,186

239,439,658

22,140,267,596

576,483,890

7,516,860,152

3,912,001,121

308,874,300

3,237,195,954

58,788,777

1,035,727,813

277,523,178

79,678,531

678,526,104

26,892,395,733

4,503,007,757

249,120,380

3,158,962,344

2,064,414,660

1,094,547,684

36,109,306,696

2,941,860

36,078,034,088

1,989,000

2,160,005

-

30,065,463

2,941,860

-

34,214,468

-



（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 96,465,852,621 △ 36,602,845,139 7,700,000

純行政コスト（△） △ 36,109,306,696

財源 37,847,525,329 -

税収等 19,743,887,860

国県等補助金 18,103,637,469

本年度差額 1,738,218,633 -

固定資産等の変動（内部変動） 7,267,693,557 △ 7,267,693,557

有形固定資産等の増加 7,146,540,433 △ 7,146,540,433

有形固定資産等の減少 △ 3,286,164,538 3,286,164,538

貸付金・基金等の増加 4,354,750,009 △ 4,354,750,009

貸付金・基金等の減少 △ 947,432,347 947,432,347

資産評価差額 -

無償所管換等 90,303,973

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 32,322,415 4,941,971 -

その他 △ 394,979,115 476,826,748

本年度純資産変動額 6,995,340,830 △ 5,047,706,205 -

本年度末純資産残高 103,461,193,451 △ 41,650,551,344 7,700,000

37,264,386

【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

-

59,870,707,482

△ 36,109,306,696

37,847,525,329

19,743,887,860

18,103,637,469

1,738,218,633

-

-

81,847,633

1,947,634,625

61,818,342,107

90,303,973



（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

13,946,055
479,535,970

277,523,178

【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

36,322,038,003
9,429,642,270
3,776,985,481
4,318,750,336

1,989,000

1,056,383,275
26,892,395,733
22,140,267,596
4,503,007,757

249,120,380
38,737,663,618
19,697,579,502
16,171,658,394
2,086,524,684

781,901,038
15,935,055

8,627,867,852
6,886,000,226

4,185,365,519
62,640,773

△ 108,728,384
171,369,157

2,506,818,326
△ 899,418,320

△ 6,285,463,176

2,342,404,676
1,580,271,560

8,278,695

2,879,226,530

461,088,406
5,685,869,064
5,327,925,064

357,944,000

7,374,028
11,000

3,973,500

3,179,050,738
2,717,962,332

750,774,588

1,292,028,734
377,995,617

3,120,460
68,722,815

前年度末資金残高 5,013,864,371

本年度末資金残高 4,122,724,746

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額
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