
（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 - 純資産合計 48,064,300,347

資産合計 56,163,011,852 負債及び純資産合計 56,163,011,852

483,302,547
3,625

12,830,989
△ 4,022,817

79,143,000
2,458,515,599
1,975,213,052

△ 4,517,901
4,069,063,573
1,383,606,400

138,986,777

3,388,650,890
-

3,388,650,890
97,102

50,865,000
-

73,747,255
13,698,026

-

3,569,017,234
97,341,862
46,476,862

5,912,834
3,720,194
2,192,640

9,135,934,609
1,642,572,458

△ 1,255,332,075

△ 8,964,249,964
-
-

2,414,803,707
△ 303,877,076
22,612,399,964

1,780,822,259 54,631,606,878
27,326,544,051 △ 6,567,306,531
2,431,532,811 -

- 4,604,774
- 負債合計 8,098,711,505
-

- -
- 93,367,630
- 59,605,444

△ 674,979,694 81,797,594
- 315,326
- 16,867,920

18,251,366,753 1,422,058,135
△ 7,338,688,999 747,716,771

2,639,230,519 491,158,083

6,147,482,939 871,759,356
- -

52,093,948,279 7,350,994,734
48,519,018,211 5,057,177,243

【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

20,805,233,777 -



（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

24,918,026

△ 4,913,358

5,753

3,420,159,475
-

3,420,159,475

132,974,063
51,642,000

2,371,051,051

206,605

3,959,570,657
1,395,677,423

資産合計 負債及び純資産合計 61,707,720,330

1,887,286,504
483,764,547

12,955,423

-

61,707,720,330

△ 4,735,056

純資産合計 52,061,853,757

82,762,104

42,983,330
40,994,644
1,988,686

9,924,676,877
1,773,844,442

△ 1,313,902,373

3,618,790,266
95,657,414
44,792,414
50,865,000

-
-

△ 9,444,761,461
-
-

2,414,803,707
△ 368,939,299
23,722,786,470

1,355,596,798 60,170,842,724
28,778,684,001 △ 8,108,988,967
2,530,117,707 -

- 17,481,857
- 負債合計 9,645,866,573
-

- -
- 95,345,782
- 63,102,417

△ 863,674,221 76,068,699
- 363,902
- 18,818,157

21,921,894,401 1,532,885,353
△ 7,496,671,224 765,815,641

3,248,732,376 494,634,827

24,847,750,007 959,867
6,681,871,877 1,017,011,861

- -

57,748,149,673 8,880,050,932
54,086,376,077 6,329,193,851

【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



（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 9,609,536,458

470,017

8,281,485,488

22,459,277

1,290,138,230

-

15,934,412

480,949

10,932

1,328,531,919

-

599,930,785

6,281,908

3,012,208,608

939,909,737

2,072,298,871

4,683,665,416

413,386,959

3,903,019,570

2,474,590,130

177,253,780

1,192,842,667

58,332,993

142,433,868

55,180,280

10,418,549

76,835,039

5,289,878,109

107,739,060

【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

11,293,694,096

6,003,815,987

1,958,362,549

1,341,890,748

95,345,782



（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 54,631,606,878 △ 6,567,306,531 -

純行政コスト（△） △ 9,609,536,458

財源 11,793,540,500 -

税収等 5,597,359,456

国県等補助金 6,196,181,044

本年度差額 2,184,004,042 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,678,900,265 △ 3,678,900,265

有形固定資産等の増加 7,604,445,146 △ 7,604,445,146

有形固定資産等の減少 △ 3,792,852,275 3,792,852,275

貸付金・基金等の増加 897,905,530 △ 897,905,530

貸付金・基金等の減少 △ 1,030,598,136 1,030,598,136

資産評価差額 △ 1,684,451

無償所管換等 1,751,129,842

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 129,138,880 △ 76,856,455 -

その他 △ 18,248,690 30,070,242

本年度純資産変動額 5,539,235,846 △ 1,541,682,436 -

本年度末純資産残高 60,170,842,724 △ 8,108,988,967 -

2,184,004,042

-

-

11,821,552

3,997,553,410

52,061,853,757

1,751,129,842

52,282,425

【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

△ 1,684,451

48,064,300,347

△ 9,609,536,458

11,793,540,500

5,597,359,456

6,196,181,044



（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

前年度末資金残高 1,326,861,048

本年度末資金残高 1,336,508,904

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,860,448,536

4,059,690
1,771,037,104
1,769,005,479

2,031,625

11,883,111
10,932

4,996,916

499,969,879
495,910,189

968,251,220

827,403,336
-

11,220,000
-

7,090,105,577
6,251,482,241

1,395,677,423
59,168,519
2,423,167

56,745,352

1,271,067,225
685,963

△ 3,130,829,798

3,959,275,779
2,974,133,600

8,961,893

5,574,216,101
1,602,086,185

945,585,414
2,022,355,378

22,539,864

5,289,878,109
4,683,665,416

599,930,785
6,281,908

10,144,243,078

80,587
1,708,010,865

55,180,280

【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

9,969,265,543
4,679,387,434
1,850,461,694
2,697,897,712

22,459,277

75,847,748


