
（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

113,071,938,742 9,883,291,730
108,368,206,217 9,067,432,724

11,085,362,889 -

2,132,787,836 723,829,755

2,869,697,370 -

19,845,881,208 92,029,251

△ 14,398,410,144 1,471,717,711
1,181,088,160 1,234,765,837

△ 566,096,875 50,135,461

- -

- -

- -

- 141,146,293

- 40,735,106

- 4,935,014

117,334 負債合計 11,355,009,441
-

20,298,000 116,443,303,206
97,150,543,013 △ 10,280,843,334

250,833,567 4,650,000

3,610,155,461

△ 1,565,014,262

121,070,034,859

△ 26,240,111,327

-

-

24,644,715

1,292,660,053

△ 1,160,359,738

449,018
-

449,018

4,703,283,507
120,958,268

5,252,663

115,355,605

350,000

-

39,029,772

49,455,028

4,495,382,351
-

4,495,382,351

10,190

△ 1,552,102

4,450,180,571
993,949,101

77,753,187

6,287,979

3,365,076,485
3,044,580,485

320,496,000

7,328,083

95,572

△ 309,836

- 純資産合計 106,167,109,872
資産合計 117,522,119,313 負債及び純資産合計 117,522,119,313



（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】

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

111,105,252,059 9,911,734,824
106,272,998,659 8,763,918,789

10,934,574,978 -

2,153,177,782 1,020,380,628

2,869,697,370 -

19,996,205,359 127,435,407

△ 14,787,451,440 1,494,536,302
1,201,242,457 1,198,407,745

△ 602,762,744 77,963,324

- -

- -

- -

- 163,008,033

- 54,803,238

- 353,962

222,194 負債合計 11,406,271,126
-

104,244,000 114,469,689,069
95,207,031,198 △ 10,457,317,626

252,340,699 4,650,000

3,614,014,822

△ 1,636,479,147

121,564,754,111

△ 28,657,067,499

-

-

69,468,212

1,325,443,855

△ 1,194,051,372

449,018
-

449,018

4,831,804,382
120,367,772

4,662,167

115,355,605

350,000

-

27,797,479

51,343,028

4,633,511,970
-

4,633,511,970

10,190

△ 1,226,057

4,318,040,510
863,616,151

83,885,365

260,000

3,364,177,010
3,043,601,010

320,576,000

5,686,021

792,205

△ 376,242

- 純資産合計 104,017,021,443
資産合計 115,423,292,569 負債及び純資産合計 115,423,292,569



（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

【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

12,644,275,271

8,125,800,495

2,132,592,805

1,214,882,428

141,516,386

293,821,634

482,372,357

5,507,136,474

1,992,992,123

519,218,298

2,972,369,638

22,556,415

486,071,216

43,841,643

2,597,655

439,631,918

4,518,474,776

4,112,342,967

397,250,169

8,881,640

1,084,155,870

550,238,884

533,916,986

11,560,119,401

311,846,466

378,352,745

11,623,424

△ 78,419,550

-

289,847

8,697,233

-

8,697,233



純行政コスト 11,863,268,634



（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 116,443,303,206 △ 10,280,843,334 4,650,000

純行政コスト（△） △ 11,863,268,634

財源 9,797,772,003 -

税収等 6,675,576,981

国県等補助金 3,122,195,022

本年度差額 △ 2,065,496,631 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,852,605,385 1,852,605,385

有形固定資産等の増加 896,192,524 △ 896,192,524

有形固定資産等の減少 △ 2,972,457,996 2,972,457,996

貸付金・基金等の増加 294,837,506 △ 294,837,506

貸付金・基金等の減少 △ 71,177,419 71,177,419

資産評価差額 △ 590,496

無償所管換等 △ 39,345,994

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 △ 1,056,273 △ 66,318 -

その他 △ 80,015,989 36,483,272

本年度純資産変動額 △ 1,973,614,137 △ 176,474,292 -

本年度末純資産残高 114,469,689,069 △ 10,457,317,626 4,650,000

【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

106,167,109,872

△ 11,863,268,634

9,797,772,003

6,675,576,981

3,122,195,022

△ 2,065,496,631

△ 590,496

△ 39,345,994

-

-

△ 1,122,591

△ 43,532,717

△ 2,150,088,429

104,017,021,443

科目 合計



（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

【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

9,339,765,385

4,821,290,609

1,794,303,984

2,548,849,212

43,841,643

434,295,770

4,518,474,776

4,112,342,967

397,250,169

8,881,640

10,181,923,191

6,684,162,385

2,403,031,022

551,039,768

543,690,016

378,441,114

378,352,745

88,369

245,129,249

708,845,941

1,084,469,865

902,065,736

182,404,129

-

-

-

568,116,895

523,431,000

44,380,103

-

-

305,792

△ 516,352,970

1,102,783,113

1,102,783,113

-

764,399,000

764,399,000

-

△ 338,384,113
本年度資金収支額 △ 145,891,142
前年度末資金残高 956,759,421
比例連結割合変更に伴う差額 56,402
本年度末資金残高 810,924,681

37,189,680

15,501,790

科目 金額



本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

52,691,470

863,616,151


