
【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 26,436,552,176   固定負債 15,741,524,387

    有形固定資産 24,035,473,422     地方債等 13,342,508,738

      事業用資産 12,425,670,294     長期未払金 -

        土地 2,893,077,793     退職手当引当金 1,246,444,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,283,477,652     その他 1,152,571,649

        建物減価償却累計額 -19,787,890,217   流動負債 1,595,198,456

        工作物 84,305,504     １年内償還予定地方債等 1,446,943,911

        工作物減価償却累計額 -47,300,443     未払金 4,202,200

        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 94,316,000

        航空機 -     預り金 49,736,345

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,336,722,843

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5   固定資産等形成分 28,095,092,446

      インフラ資産 10,875,463,860   余剰分（不足分） -16,524,102,352

        土地 504,751,133   他団体出資等分 -

        建物 5,237,398,659

        建物減価償却累計額 -3,339,726,324

        工作物 25,403,227,141

        工作物減価償却累計額 -16,930,186,749

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,692,642,491

      物品減価償却累計額 -2,958,303,223

    無形固定資産 17,800,760

      ソフトウェア 17,800,760

      その他 -

    投資その他の資産 2,383,277,994

      投資及び出資金 660,206,143

        有価証券 41,007,800

        出資金 619,198,343

        その他 -

      長期延滞債権 254,404,661

      長期貸付金 -

      基金 1,520,871,190

        減債基金 -

        その他 1,520,871,190

      その他 -

      徴収不能引当金 -52,204,000

  流動資産 2,471,160,761

    現金預金 670,221,598

    未収金 131,738,662

    短期貸付金 -

    基金 1,658,540,270

      財政調整基金 1,307,565,982

      減債基金 350,974,288

    棚卸資産 12,594,275

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,934,044

  繰延資産 - 純資産合計 11,570,990,094

資産合計 28,907,712,937 負債及び純資産合計 28,907,712,937

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 54,000

    その他 -

純行政コスト 13,580,435,650

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 272,633

  臨時利益 54,000

  臨時損失 527,633

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 255,000

    使用料及び手数料 422,446,447

    その他 369,164,917

純経常行政コスト 13,579,962,017

      社会保障給付 912,131,957

      その他 2,857,170

  経常収益 791,611,364

        その他 101,862,794

    移転費用 8,919,428,054

      補助金等 8,004,438,927

      その他の業務費用 261,573,157

        支払利息 105,970,363

        徴収不能引当金繰入額 53,740,000

        維持補修費 338,181,777

        減価償却費 1,269,518,929

        その他 -

        その他 94,302,536

      物件費等 3,683,757,807

        物件費 2,076,057,101

        職員給与費 1,318,195,827

        賞与等引当金繰入額 94,316,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 14,371,573,381

    業務費用 5,452,145,327

      人件費 1,506,814,363

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 11,301,742,216 28,505,304,792 -17,203,562,576 -

  純行政コスト（△） -13,580,435,650 -13,580,435,650 -

  財源 13,849,683,408 13,849,683,408 -

    税収等 8,416,060,804 8,416,060,804 -

    国県等補助金 5,433,622,604 5,433,622,604 -

  本年度差額 269,247,758 269,247,758 -

  固定資産等の変動（内部変動） -410,212,466 410,212,466

    有形固定資産等の増加 1,279,024,320 -1,279,024,320

    有形固定資産等の減少 -1,270,518,035 1,270,518,035

    貸付金・基金等の増加 1,032,707,014 -1,032,707,014

    貸付金・基金等の減少 -1,451,425,765 1,451,425,765

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 120 120

  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 269,247,878 -410,212,346 679,460,224 -

本年度末純資産残高 11,570,990,094 28,095,092,446 -16,524,102,352 -

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 48,737,201

本年度歳計外現金増減額 999,144

本年度末歳計外現金残高 49,736,345

本年度末現金預金残高 670,221,598

財務活動収支 -595,157,129

本年度資金収支額 76,778,269

前年度末資金残高 543,706,984

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 620,485,253

    地方債等償還支出 1,265,893,407

    その他の支出 -

  財務活動収入 670,736,278

    地方債等発行収入 670,736,278

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,053,106

    その他の収入 69,505,000

投資活動収支 -252,871,962

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,265,893,407

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,058,231,942

    国県等補助金収入 597,460,000

    基金取崩収入 1,389,963,836

    貸付金元金回収収入 250,000

  投資活動支出 2,311,103,904

    公共施設等整備費支出 1,279,024,320

    基金積立金支出 1,031,829,584

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 250,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 272,633

  臨時収入 -

業務活動収支 924,807,360

【投資活動収支】

    税収等収入 8,420,659,561

    国県等補助金収入 4,868,162,604

    使用料及び手数料収入 424,647,732

    その他の収入 264,180,988

  臨時支出 272,633

    移転費用支出 8,919,428,054

      補助金等支出 8,004,438,927

      社会保障給付支出 912,131,957

      その他の支出 2,857,170

  業務収入 13,977,650,885

    業務費用支出 4,133,142,838

      人件費支出 1,507,036,363

      物件費等支出 2,433,883,492

      支払利息支出 105,970,363

      その他の支出 86,252,620

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 13,052,570,892


