
（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

9,423,236,967 -
1,537,299,607 872,326,343

144,957,500 -

25,156,951,103 10,926,769,965
23,818,944,355 8,776,889,810

△ 1,655,188,829 4,085,931
738,067 -

△ 346,319 -

13,366,117,918 1,277,553,812
△ 7,693,853,450 1,010,545,984

3,398,750,379 763,331,131

- 150,760,101
1,063,837 負債合計 11,937,315,949

△ 974,118

- -
- 65,993,209
- 26,375,612

329,128,394
△ 147,106,111
26,733,194,292

324,672,375 28,069,835,414
13,907,815,345 △ 11,595,404,621

133,365,282 -

97,000,000
1,133,061,264

△ 645,169,221

△ 13,237,766,512
-
-

1,335,930,029
114,769,087
21,000,000

2,076,719
636,719

1,440,000

1,144,081,428
-

1,144,081,428
-

93,769,087
-

41,462,255
40,395,575

-

5,444,850
2,907,439,461
2,441,598,805

△ 4,778,316
3,254,795,639

302,069,428
28,676,899

- 純資産合計 16,474,430,793

資産合計 28,411,746,742 負債及び純資産合計 28,411,746,742

465,840,656
-

12,749,149
△ 1,584,148



（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

25,738,256,517 10,657,135,162
24,017,078,278 8,674,736,066

【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

14,269,155,688 1,266,855,827
△ 7,972,265,084 1,067,024,793

3,498,727,350 772,552,773

10,018,279,995 -
1,761,960,997 715,543,269

144,957,500 -

- -
- 69,585,278
- 22,062,445

△ 1,778,021,492 15,081,013
701,816 -

△ 397,155 -

93,460,375 28,805,841,397
13,492,026,596 △ 11,321,232,496

137,643,255 -

- 187,743,284
- 負債合計 11,724,159,955
-

△ 13,836,615,791
-
-

329,128,394
△ 157,615,678
27,009,660,961

38,769,091

11,971,003
10,531,003
1,440,000

9,825,455
1,262,464,871

△ 755,693,184

1,709,207,236
114,769,087
21,000,000
93,769,087

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 29,208,768,856

2,595,867,389
466,286,441

13,082,305

-

29,208,768,856

△ 1,252,615

純資産合計 17,484,608,901

34,964,525

△ 3,082,373

-

1,523,786,906
1,215,191

1,522,571,715

20,546,607
5,431,050

3,062,153,830

-

3,470,512,339
370,551,162



（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

302,341

【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

7,347,167,084

4,060,970,061

1,049,362,246

895,310,417

69,584,236

1,727,048,084

84,165,252

2,862,926,797

1,058,653,435

633,709,523

1,100,902,856

69,660,983

148,681,018

73,389,185

1,694,685

73,597,148

3,286,197,023

1,553,185,821

5,963,118

593,582,376

304,248,630

289,333,746

6,766,480,500

5,698,253

6,753,584,708

5,424,665

12,016,997

-

1,192,829

5,738,699

40,446

18,634,491

-



（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 28,069,835,414 △ 11,595,404,621 -

純行政コスト（△） △ 6,766,480,500

財源 7,274,219,745 -

税収等 4,395,648,386

国県等補助金 2,878,571,359

本年度差額 507,739,245 -

固定資産等の変動（内部変動） 239,342,609 △ 239,342,609

有形固定資産等の増加 1,055,361,984 △ 1,055,361,984

有形固定資産等の減少 △ 1,104,988,328 1,104,988,328

貸付金・基金等の増加 377,086,650 △ 377,086,650

貸付金・基金等の減少 △ 88,117,697 88,117,697

資産評価差額 -

無償所管換等 260,044,540

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 △ 2,922,086 10,279,248 -

その他 239,540,920 △ 4,503,759

本年度純資産変動額 736,005,983 274,172,125 -

本年度末純資産残高 28,805,841,397 △ 11,321,232,496 -

16,474,430,793

△ 6,766,480,500

7,274,219,745

4,395,648,386

2,878,571,359

【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

17,484,608,901

260,044,540

7,357,162

-

507,739,245

-

-

235,037,161

1,010,178,108



（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

7,665,087
659,644,552

73,389,185

【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

6,244,125,067
2,957,928,045
1,045,542,352
1,769,809,752

5,424,665

69,186,756
3,286,197,022
1,727,048,084
1,553,185,820

5,963,118
6,600,150,043
4,277,010,572
1,870,546,641

314,938,432
137,654,398
13,089,752

1,343,851,883
984,030,985

370,551,162
22,062,445

△ 4,313,167
26,375,612

△ 32,312,556
69,331,062

△ 900,936,158

442,915,725
349,928,120

3,463,839

1,002,579,776

1,282,263
864,210,033
828,483,000
35,727,033

5,445,799
40,446

22,573,965

896,522,589
895,240,326

64,927,395

359,820,898
-
-
-

前年度末資金残高 275,693,816

本年度末資金残高 348,488,717

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


