
（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

13,571,442,182 -
4,871,635,669 891,987,751

277,206,800 -

43,867,285,111 12,099,044,373
40,997,885,579 10,898,536,482

△ 465,694,787 115,303
- 25,881,533
- 1,900

19,815,505,814 308,520,140
△ 11,964,149,683 1,104,772,304

1,015,802,769 905,166,966

- 8,848,345
- 負債合計 13,203,816,677
-

- -
- 109,693,054
- 55,065,203

1,709,702,790
△ 862,407,644
65,121,050,229

21,135,600 45,812,482,323
26,977,340,608 △ 11,697,780,942
2,588,207,500 -

182,952,400
2,079,619,850

△ 1,630,517,061

△ 41,762,164,667
-
-

2,813,420,856
34,694,573
10,189,743

55,978,676
55,973,676

5,000

2,628,133,283
-

2,628,133,283
-

24,504,830
-

139,359,142
21,510,000

-

8,321,212
1,936,876,000
1,743,279,000

△ 10,276,142
3,451,232,947
1,402,397,236

77,738,355

- 純資産合計 34,114,701,381

資産合計 47,318,518,058 負債及び純資産合計 47,318,518,058

193,597,000
32,547,441

2,691
△ 6,649,988



（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

43,739,570,544 12,415,323,708
40,441,823,360 10,827,057,961

【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

19,974,246,914 303,293,802
△ 12,168,202,385 1,129,066,620

1,024,168,771 948,906,521

13,440,033,539 -
4,871,635,669 1,284,971,945

277,206,800 -

- -
- 110,517,832
- 55,565,278

△ 560,157,830 87,600
- 11,040,545
- 4,136

21,135,600 45,661,661,544
26,555,610,807 △ 12,160,818,738
2,588,957,260 -

- 2,944,708
- 負債合計 13,544,390,328
-

△ 42,951,925,778
-
-

1,709,702,790
△ 905,301,806
65,636,991,941

136,985,875

10,397,192
10,392,192

5,000

477,186,400
2,136,323,665

△ 1,690,144,651

3,287,349,992
33,822,366
9,426,741

24,395,625
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 47,045,233,134

1,737,989,000
174,351,000

2,739

-

47,045,233,134

△ 3,717,963

純資産合計 33,500,842,806

14,703,500

△ 5,419,854

59,927,574

3,107,258,105
-

3,107,258,105

73,361,705
9,751,000

1,912,340,000

-

3,305,662,590
1,253,997,535



（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

63,780,944

【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

18,210,513,419

6,285,513,048

1,592,895,477

1,296,766,952

110,517,832

10,451,700,140

121,829,749

4,404,207,700

2,169,385,408

351,880,008

1,826,081,270

56,861,014

288,409,871

122,449,219

3,726,968

162,233,684

11,925,000,371

1,468,036,383

5,263,848

960,525,099

608,745,318

351,779,781

17,351,800,586

2,659,590

17,249,988,320

56,391,450

46,041,226

-

2,039,180

2,659,590

-

104,471,856

-



（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 45,812,482,323 △ 11,697,780,942 -

純行政コスト（△） △ 17,351,800,586

財源 16,813,368,291 -

税収等 9,363,156,786

国県等補助金 7,450,211,505

本年度差額 △ 538,432,295 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 75,398,365 75,398,365

有形固定資産等の増加 1,299,920,731 △ 1,299,920,731

有形固定資産等の減少 △ 1,827,296,642 1,827,296,642

貸付金・基金等の増加 957,636,994 △ 957,636,994

貸付金・基金等の減少 △ 505,659,448 505,659,448

資産評価差額 △ 763,002

無償所管換等 △ 74,267,974

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 △ 48,990 △ 3,841 -

その他 △ 342,448 △ 25

本年度純資産変動額 △ 150,820,779 △ 463,037,796 -

本年度末純資産残高 45,661,661,544 △ 12,160,818,738 -

△ 52,831

【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

△ 763,002

34,114,701,381

△ 17,351,800,586

16,813,368,291

9,363,156,786

7,450,211,505

△ 538,432,295

-

-

△ 342,473

△ 613,858,575

33,500,842,806

△ 74,267,974



（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

1,438,474
437,554,240

122,449,219

【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

16,386,644,871
4,461,644,500
1,528,289,831
2,621,741,171

56,391,450

189,164,279
11,925,000,371
10,451,700,140
1,468,036,383

5,263,848
16,958,832,279
9,343,131,969
6,687,836,788

601,010,385
326,853,137
57,829,924

1,856,632,132
1,301,838,077

1,253,997,535
52,781,346

56,296
52,725,050

△ 32,825,411
△ 148,456,482

△ 1,067,542,795

789,089,337
340,027,512

485

951,911,724

5,086,445
877,428,000
877,428,000

-

52,940,000
-

14,672,500

910,253,411
905,166,966

381,449,325

506,894,055
-

47,900,000
-

前年度末資金残高 1,349,672,186

本年度末資金残高 1,201,216,189

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


