
（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

62,568,451,966 32,956,318,156
55,401,248,273 27,814,839,244

【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

38,239,915,836 1,996,275,915
△ 19,560,648,503 3,593,947,381

868,115,852 2,617,608,970

31,434,926,048 64,628,882
9,822,236,372 3,080,574,115
2,201,617,208 -

- -
- 296,224,182
- 182,716,527

△ 211,145,197 254,363,321
- 339,100
- 1,512,000

74,834,480 64,416,693,930
22,799,373,219 △ 32,953,618,757
799,905,364 138,553,446

- 241,183,281
- 負債合計 36,550,265,537
-

△ 29,438,080,151
-
-

1,008,529,557
△ 693,166,187
50,758,390,264

509,148,278

41,230,243
28,218,721
13,011,522

363,794,372
4,317,992,901

△ 3,151,043,895

7,125,973,450
1,775,696,689
1,214,742,250
547,785,444
13,168,995

-

資産合計 負債及び純資産合計 68,151,894,156

1,680,648,699
120,003,230

126,830,114

1

68,151,894,156

△ 6,651,010

純資産合計 31,601,628,619

32,276,175

△ 12,304,825

8,502,344

4,734,122,656
-

4,734,122,656

655,104,468
47,590,035

1,800,651,929

87,034,477

5,583,442,189
2,951,414,309



（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

5,944,000

【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

29,063,623,648

11,508,200,633

4,623,282,327

3,957,546,238

294,972,354

15,392,659,489

364,819,735

6,225,911,093

3,962,194,753

159,674,610

2,065,721,567

38,320,163

659,007,213

251,125,344

16,419,032

391,462,837

17,555,423,015

2,054,433,838

108,329,688

3,420,226,158

2,258,468,638

1,161,757,520

26,229,965,649

98,691,558

25,643,397,490

618,681,595

63,372,351

-

3,290,892

98,776,679

85,121

685,344,838

-



（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 61,538,219,800 △ 31,242,043,211 139,844,105

純行政コスト（△） △ 26,229,965,649

財源 27,164,736,459 -

税収等 15,374,854,237

国県等補助金 11,789,882,222

本年度差額 934,770,810 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,835,870,112 △ 2,835,870,112

有形固定資産等の増加 3,528,298,032 △ 3,528,298,032

有形固定資産等の減少 △ 2,066,919,725 2,066,919,725

貸付金・基金等の増加 1,574,156,748 △ 1,574,156,748

貸付金・基金等の減少 △ 199,664,943 199,664,943

資産評価差額 -

無償所管換等 101,946,461

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 △ 113,292,754 18,962,171 △ 1,290,659

その他 53,950,311 170,561,585

本年度純資産変動額 2,878,474,130 △ 1,711,575,546 △ 1,290,659

本年度末純資産残高 64,416,693,930 △ 32,953,618,757 138,553,446

△ 95,621,242

【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

-

30,436,020,694

△ 26,229,965,649

27,164,736,459

15,374,854,237

11,789,882,222

934,770,810

-

-

224,511,896

1,165,607,925

31,601,628,619

101,946,461



（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

1,134,929
2,003,600,334

251,125,344

【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

27,083,014,514
9,761,834,934
4,873,068,637
4,255,884,306

618,681,595

381,756,647
17,321,179,580
15,140,189,220
2,054,433,838
126,556,522

27,806,198,478
15,339,877,176
8,856,183,496
2,455,915,016
1,154,222,790
619,816,524

4,817,597,043
3,589,446,832

2,951,414,309
162,116,353
△ 25,462,601
187,578,954

704,410,783
△ 869,871,235

△ 3,681,249,792

1,136,347,251
1,010,497,680

△ 2,016,695

2,106,967,774

2,345,588
3,757,081,085
3,757,081,085

-

13,082,946
1,283,279
72,603,912

3,052,670,302
3,050,324,714

38,879,434

966,130,211
-

262,020,000
-

前年度末資金残高 3,661,185,886

本年度末資金残高 2,789,297,956

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


