
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 37,862,644,479   固定負債 15,768,272,693

    有形固定資産 33,385,106,242     地方債等 12,618,162,409

      事業用資産 16,580,169,867     長期未払金 -

        土地 3,094,196,118     退職手当引当金 2,257,323,641

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,061,235,515     その他 892,786,643

        建物減価償却累計額 -15,409,205,241   流動負債 2,178,790,308

        工作物 2,901,553,829     １年内償還予定地方債等 1,684,161,694

        工作物減価償却累計額 -2,123,130,839     未払金 176,124,699

        船舶 -     未払費用 1,033,387

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 374

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 257,308,692

        航空機 -     預り金 25,007,582

        航空機減価償却累計額 -     その他 35,153,880

        その他 - 負債合計 17,947,063,001

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 55,520,485   固定資産等形成分 40,291,629,106

      インフラ資産 16,117,297,422   余剰分（不足分） -16,379,512,782

        土地 118,339,965   他団体出資等分 24,216,699

        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 2,717,656,865

      物品減価償却累計額 -2,030,017,912

    無形固定資産 6,057,242

      ソフトウェア 5,935,242

      その他 122,000

    投資その他の資産 4,471,480,995

      投資及び出資金 359,804,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 312,794,336

        その他 -

      長期延滞債権 78,383,009

      長期貸付金 -

      基金 3,985,156,716

        減債基金 -

        その他 3,985,156,716

      その他 51,456,239

      徴収不能引当金 -3,319,305

  流動資産 4,020,751,545

    現金預金 1,002,235,309

    未収金 493,356,613

    短期貸付金 -

    基金 2,428,984,627

      財政調整基金 793,576,793

      減債基金 1,635,407,834

    棚卸資産 102,639,836

    その他 6,616,788

    徴収不能引当金 -13,081,628

  繰延資産 - 純資産合計 23,936,333,023

資産合計 41,883,396,024 負債及び純資産合計 41,883,396,024

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 465,231

    その他 4,181,305

純行政コスト 11,220,496,409

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,107

  臨時利益 4,646,536

  臨時損失 53,516,410

    災害復旧事業費 42,111,220

    資産除売却損 11,404,083

    使用料及び手数料 2,395,838,989

    その他 995,118,985

純経常行政コスト 11,171,626,535

      社会保障給付 651,385,750

      その他 15,004,425

  経常収益 3,390,957,974

        その他 229,801,301

    移転費用 5,975,341,957

      補助金等 5,308,951,782

      その他の業務費用 342,881,060

        支払利息 108,526,479

        徴収不能引当金繰入額 4,553,280

        維持補修費 336,470,063

        減価償却費 1,676,171,542

        その他 -

        その他 58,601,246

      物件費等 3,915,977,336

        物件費 1,903,335,731

        職員給与費 3,824,194,764

        賞与等引当金繰入額 269,795,150

        退職手当引当金繰入額 175,792,996

  経常費用 14,562,584,509

    業務費用 8,587,242,552

      人件費 4,328,384,156

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：連結会計 （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 24,268,363,106 41,981,522,209 -17,735,623,313 22,464,210

  純行政コスト（△） -11,220,496,409 -11,220,188,675 -307,734

  財源 10,945,555,016 10,945,555,016 -

    税収等 7,381,862,571 7,381,862,571 -

    国県等補助金 3,563,692,445 3,563,692,445 -

  本年度差額 -274,941,393 -274,633,659 -307,734

  固定資産等の変動（内部変動） -1,642,836,110 1,642,836,110

    有形固定資産等の増加 573,002,162 -573,002,162

    有形固定資産等の減少 -1,689,270,685 1,689,270,685

    貸付金・基金等の増加 41,387,505 -41,387,505

    貸付金・基金等の減少 -567,955,092 567,955,092

  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 -2,626,095 2,626,095

  他団体出資等分の減少 565,872 -565,872

  比例連結割合変更に伴う差額 -41,064,795 -46,076,124 5,011,329 -

  その他 -15,078,620 -35,594 -15,043,026

  本年度純資産変動額 -332,030,083 -1,689,893,103 1,356,110,531 1,752,489

本年度末純資産残高 23,936,333,023 40,291,629,106 -16,379,512,782 24,216,699

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 28,937,252

本年度歳計外現金増減額 -7,078,157

本年度末歳計外現金残高 21,859,095

本年度末現金預金残高 1,002,235,309

財務活動収支 -1,054,218,734

本年度資金収支額 100,238,019

前年度末資金残高 881,856,335

比例連結割合変更に伴う差額 -1,718,140

本年度末資金残高 980,376,214

    地方債等償還支出 1,723,734,919

    その他の支出 38,683,815

  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 1,965,232

    その他の収入 62,324,896

投資活動収支 11,392,033

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,762,418,734

    その他の支出 -

  投資活動収入 592,390,432

    国県等補助金収入 165,897,500

    基金取崩収入 362,112,804

    貸付金元金回収収入 90,000

  投資活動支出 580,998,399

    公共施設等整備費支出 555,101,110

    基金積立金支出 25,897,289

    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 325,723

  臨時収入 4,181,305

業務活動収支 1,143,064,720

【投資活動収支】

    税収等収入 7,428,393,551

    国県等補助金収入 3,440,189,633

    使用料及び手数料収入 2,427,812,358

    その他の収入 919,195,693

  臨時支出 42,436,943

    移転費用支出 5,975,341,957

      補助金等支出 5,308,951,782

      社会保障給付支出 651,385,750

      その他の支出 15,004,425

  業務収入 14,215,591,235

    業務費用支出 7,058,928,920

      人件費支出 4,283,081,343

      物件費等支出 2,265,667,753

      支払利息支出 141,854,860

      その他の支出 368,324,964

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 13,034,270,877


