
（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 5,000,000 純資産合計 14,590,461,151

資産合計 21,009,429,423 負債及び純資産合計 21,009,429,423

4,565,659
2,324,090
1,397,801

△ 449,704

840,000
867,842,955
863,277,296

4,862,916
1,778,033,672

863,789,647
42,288,883

669,345,843
-

669,345,843
16,346,976

133,368,700
-

27,098,972
3,635,991

-

1,081,354,357
360,063,659
226,694,959

61,387,901
60,784,040

603,861

73,234,715
543,626,584

△ 394,656,840

△ 9,003,558,585
-
-

272,659,948
△ 90,410,918

16,890,020,360

6,044,575 20,095,078,706
8,643,375,110 △ 5,518,130,752

501,429,590 13,513,197

- 2,874,123
- 負債合計 6,418,968,272
-

- -
- 60,204,524
- 28,928,540

△ 282,511,156 10,099,330
- 336,453
- -

8,055,269,873 85,882,693
△ 4,598,112,849 630,489,203

674,064,173 528,046,233

3,087,273,277 512,530,554
2,349,280,746 -

19,226,395,751 5,788,479,069
18,083,653,493 5,190,065,822

【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

9,291,308,639 -



（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

6,415,827

8,728,951

4,045,034

842,073,337
-

842,073,337

133,769,058
788,500

1,027,795,043

16,574,862

2,567,596,829
1,399,213,397

資産合計 負債及び純資産合計 22,171,269,582

1,023,108,934
4,686,109

2,483,923

-

22,171,269,582

△ 498,126

純資産合計 15,172,301,052

23,565,934

35,259,215
33,176,543
2,082,672

26,421,355
804,160,821

△ 634,619,324

1,260,765,146
363,406,235
229,852,535
133,403,700

150,000
-

△ 9,414,393,507
-
-

272,659,948
△ 99,067,711

17,064,808,943

1,705,000 20,632,256,296
8,352,414,392 △ 5,473,651,246

501,985,364 13,696,002

- 5,931,639
- 負債合計 6,998,968,530
-

- -
- 79,997,788
- 527,130,804

△ 571,797,265 64,391,145
- 1,422,884
- -

9,034,829,650 162,646,177
△ 5,242,642,509 1,215,360,224

1,087,558,713 536,485,964

9,785,692,503 -
3,126,758,168 599,447,848
2,349,280,746 -

19,603,672,753 5,783,608,306
18,307,648,392 5,021,514,281

【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 6,094,148,282

56,518,405

5,678,302,023

466,658,973

5,339,400

-

382,812

56,534,926

16,521

472,381,185

-

271,646,457

16,681,465

949,002,190

239,770,856

709,231,334

2,616,920,823

210,942,643

2,157,115,678

1,216,801,142

121,099,794

750,619,505

68,595,237

126,036,986

45,940,513

1,891,092

78,205,381

2,905,248,745

-

【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

6,627,304,213

3,722,055,468

1,438,902,804

1,147,962,373

79,997,788



（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 20,095,078,706 △ 5,518,130,752 13,513,197

純行政コスト（△） △ 6,094,148,282

財源 6,172,071,964 -

税収等 4,246,927,736

国県等補助金 1,925,144,228

本年度差額 77,923,682 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 80,362,598 80,362,598

有形固定資産等の増加 347,729,574 △ 347,729,574

有形固定資産等の減少 △ 755,332,505 755,332,505

貸付金・基金等の増加 376,238,885 △ 376,238,885

貸付金・基金等の減少 △ 48,998,552 48,998,552

資産評価差額 -

無償所管換等 305,769,999

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 314,588,593 △ 111,052,080 182,805

その他 △ 2,818,404 △ 2,754,694

本年度純資産変動額 537,177,590 44,479,506 182,805

本年度末純資産残高 20,632,256,296 △ 5,473,651,246 13,696,002

77,923,682

-

-

△ 5,573,098

581,839,901

15,172,301,052

305,769,999

203,719,318

【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

-

14,590,461,151

△ 6,094,148,282

6,172,071,964

4,246,927,736

1,925,144,228



（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 838,314,585

本年度末資金残高 877,119,956

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

709,847,357

452,882
307,885,683
283,874,068
24,011,615

840,000
16,522

145,570

509,316,182
508,863,300

30,417,567

268,372,362
150,000

2,802,882
4,947,567

612,774,753
336,501,942

1,399,213,397
522,093,441
496,618,379
25,475,062

△ 201,430,499
△ 629,236

△ 509,046,094

103,728,659
72,309,000

39,434,607

4,221,288,980
1,614,486,842

241,517,869
701,412,084

1,612

2,876,792,890
2,588,466,748

271,646,456
16,679,686

6,778,705,775

1,612
238,348,387

45,940,513

【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

6,307,205,193
3,430,412,303
1,461,327,692
1,848,423,773

-

74,720,325


