
【様式第1号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 33,564,235,621   固定負債 14,318,342,647

    有形固定資産 30,759,216,243     地方債等 12,580,224,444

      事業用資産 14,001,806,281     長期未払金 -

        土地 2,634,578,409     退職手当引当金 845,794,021

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,373,106,323     その他 892,324,182

        建物減価償却累計額 -14,350,298,464   流動負債 2,055,804,616

        工作物 1,016,987,020     １年内償還予定地方債等 1,648,137,179

        工作物減価償却累計額 -672,567,007     未払金 150,527,137

        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 206,229,726

        航空機 -     預り金 20,616,480

        航空機減価償却累計額 -     その他 30,294,094

        その他 - 負債合計 16,374,147,263

        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 35,949,451,774

      インフラ資産 16,117,297,422   余剰分（不足分） -15,192,793,583

        土地 118,339,965   他団体出資等分 -

        建物 263,431,743

        建物減価償却累計額 -170,525,284

        工作物 46,849,772,748

        工作物減価償却累計額 -30,999,818,484

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -142,436,459

        建設仮勘定 48,533,193

      物品 2,443,881,671

      物品減価償却累計額 -1,803,769,131

    無形固定資産 5,660,477

      ソフトウェア 5,538,477

      その他 122,000

    投資その他の資産 2,799,358,901

      投資及び出資金 359,802,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 312,792,336

        その他 -

      長期延滞債権 78,119,976

      長期貸付金 -

      基金 2,313,345,655

        減債基金 -

        その他 2,313,345,655

      その他 51,410,239

      徴収不能引当金 -3,319,305

  流動資産 3,566,569,833

    現金預金 607,284,118

    未収金 490,262,259

    短期貸付金 -

    基金 2,385,216,153

      財政調整基金 749,808,319

      減債基金 1,635,407,834

    棚卸資産 96,888,931

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,081,628

  繰延資産 - 純資産合計 20,756,658,191

資産合計 37,130,805,454 負債及び純資産合計 37,130,805,454

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 400,000

    その他 4,181,305

純行政コスト 9,282,874,697

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,101

  臨時利益 4,581,305

  臨時損失 53,191,781

    災害復旧事業費 42,111,220

    資産除売却損 11,079,460

    使用料及び手数料 2,320,654,000

    その他 414,533,663

純経常行政コスト 9,234,264,221

      社会保障給付 634,962,012

      その他 4,561,790

  経常収益 2,735,187,663

        その他 186,078,669

    移転費用 4,810,216,825

      補助金等 4,170,693,023

      その他の業務費用 297,796,137

        支払利息 107,164,188

        徴収不能引当金繰入額 4,553,280

        維持補修費 265,220,469

        減価償却費 1,531,732,689

        その他 -

        その他 50,535,991

      物件費等 3,292,130,116

        物件費 1,495,176,958

        職員給与費 3,127,070,146

        賞与等引当金繰入額 218,715,850

        退職手当引当金繰入額 172,986,819

  経常費用 11,969,451,884

    業務費用 7,159,235,059

      人件費 3,569,308,806

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 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 21,029,440,651 37,332,439,734 -16,302,999,083 -

  純行政コスト（△） -9,282,874,697 -9,282,874,697 -

  財源 9,011,037,512 9,011,037,512 -

    税収等 6,421,809,923 6,421,809,923 -

    国県等補助金 2,589,227,589 2,589,227,589 -

  本年度差額 -271,837,185 -271,837,185 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,382,042,685 1,382,042,685

    有形固定資産等の増加 519,425,279 -519,425,279

    有形固定資産等の減少 -1,544,831,824 1,544,831,824

    貸付金・基金等の増加 22,202,136 -22,202,136

    貸付金・基金等の減少 -378,838,276 378,838,276

  資産評価差額 -945,274 -945,274

  無償所管換等 -1 -1

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -272,782,460 -1,382,987,960 1,110,205,500 -

本年度末純資産残高 20,756,658,191 35,949,451,774 -15,192,793,583 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 28,541,810

本年度歳計外現金増減額 -7,925,330

本年度末歳計外現金残高 20,616,480

本年度末現金預金残高 607,284,118

財務活動収支 -993,891,837

本年度資金収支額 93,609,190

前年度末資金残高 493,058,448

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 586,667,638

    地方債等償還支出 1,678,406,810

    その他の支出 23,685,027

  財務活動収入 708,200,000

    地方債等発行収入 708,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,900,000

    その他の収入 31,064,000

投資活動収支 33,330,276

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,702,091,837

    その他の支出 -

  投資活動収入 559,295,688

    国県等補助金収入 164,534,688

    基金取崩収入 361,707,000

    貸付金元金回収収入 90,000

  投資活動支出 525,965,412

    公共施設等整備費支出 502,640,847

    基金積立金支出 23,324,565

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 42,111,220

    その他の支出 1,101

  臨時収入 4,181,305

業務活動収支 1,054,170,751

【投資活動収支】

    税収等収入 6,499,601,799

    国県等補助金収入 2,467,087,589

    使用料及び手数料収入 2,352,627,369

    その他の収入 360,132,442

  臨時支出 42,112,321

    移転費用支出 4,810,216,825

      補助金等支出 4,170,693,023

      社会保障給付支出 634,962,012

      その他の支出 4,561,790

  業務収入 11,679,449,199

    業務費用支出 5,777,130,607

      人件費支出 3,526,494,627

      物件費等支出 1,784,972,921

      支払利息支出 140,492,569

      その他の支出 325,170,490

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,587,347,432


