
【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 35,132,803,877   固定負債 10,657,145,892

    有形固定資産 31,870,977,059     地方債等 9,723,316,205

      事業用資産 18,016,940,315     長期未払金 -

        土地 2,404,306,697     退職手当引当金 718,257,990

        立木竹 2,337,281,207     損失補償等引当金 -

        建物 34,129,953,652     その他 215,571,697

        建物減価償却累計額 -21,076,615,896   流動負債 210,935,653

        工作物 340,893,500     １年内償還予定地方債等 57,436,397

        工作物減価償却累計額 -118,878,845     未払金 17,561,076

        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 85,834,000

        航空機 -     預り金 13,908,091

        航空機減価償却累計額 -     その他 36,196,089

        その他 - 負債合計 10,868,081,545

        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 35,956,120,984

      インフラ資産 13,376,205,267   余剰分（不足分） -9,285,995,058

        土地 10,155,924   他団体出資等分 -

        建物 28,605,347,533

        建物減価償却累計額 -18,979,180,401

        工作物 7,679,419,156

        工作物減価償却累計額 -3,939,536,945

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 924,668,983

      物品減価償却累計額 -446,837,506

    無形固定資産 86,989,212

      ソフトウェア 86,937,212

      その他 52,000

    投資その他の資産 3,174,837,606

      投資及び出資金 11,046,000

        有価証券 4,809,000

        出資金 6,237,000

        その他 -

      長期延滞債権 44,301,845

      長期貸付金 1,200,414

      基金 3,121,820,347

        減債基金 865,290,630

        その他 2,256,529,717

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,531,000

  流動資産 2,405,403,594

    現金預金 1,475,971,026

    未収金 93,580,855

    短期貸付金 -

    基金 823,317,107

      財政調整基金 823,317,107

      減債基金 -

    棚卸資産 13,946,606

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,412,000

  繰延資産 - 純資産合計 26,670,125,926

資産合計 37,538,207,471 負債及び純資産合計 37,538,207,471

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 -

    その他 -

純行政コスト 6,700,816,168

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 25,900,332

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 25,900,332

    使用料及び手数料 691,056,329

    その他 128,756,679

純経常行政コスト 6,674,915,836

      社会保障給付 306,935,960

      その他 7,558,383

  経常収益 819,813,008

        その他 43,695,348

    移転費用 2,684,796,167

      補助金等 2,370,301,824

      その他の業務費用 120,159,877

        支払利息 75,289,529

        徴収不能引当金繰入額 1,175,000

        維持補修費 147,221,963

        減価償却費 1,485,566,070

        その他 1,293,645

        その他 274,158,313

      物件費等 2,834,955,572

        物件費 1,200,873,894

        職員給与費 1,001,526,726

        賞与等引当金繰入額 85,834,000

        退職手当引当金繰入額 493,298,189

  経常費用 7,494,728,844

    業務費用 4,809,932,677

      人件費 1,854,817,228

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 28,676,740,700 37,511,941,350 -8,835,200,650 -

  純行政コスト（△） -6,700,816,168 -6,700,816,168 -

  財源 5,117,091,620 5,117,091,620 -

    税収等 3,756,102,763 3,756,102,763 -

    国県等補助金 1,360,988,857 1,360,988,857 -

  本年度差額 -1,583,724,548 -1,583,724,548 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,132,930,140 1,132,930,140

    有形固定資産等の増加 269,077,429 -269,077,429

    有形固定資産等の減少 -1,522,492,876 1,522,492,876

    貸付金・基金等の増加 181,453,111 -181,453,111

    貸付金・基金等の減少 -60,967,804 60,967,804

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -422,890,226 -422,890,226

  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 -2,006,614,774 -1,555,820,366 -450,794,408 -

本年度末純資産残高 26,670,125,926 35,956,120,984 -9,285,995,058 -

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 15,231,221

本年度歳計外現金増減額 -4,640,975

本年度末歳計外現金残高 10,590,246

本年度末現金預金残高 1,475,971,026

財務活動収支 -200,896,542

本年度資金収支額 -24,934,516

前年度末資金残高 1,490,315,296

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,465,380,780

    地方債等償還支出 840,504,542

    その他の支出 -

  財務活動収入 639,608,000

    地方債等発行収入 639,608,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 10,225,469

    その他の収入 -

投資活動収支 87,996,031

【財務活動収支】

  財務活動支出 840,504,542

    その他の支出 -

  投資活動収入 409,987,473

    国県等補助金収入 343,415,000

    基金取崩収入 53,880,701

    貸付金元金回収収入 2,466,303

  投資活動支出 321,991,442

    公共施設等整備費支出 269,077,429

    基金積立金支出 52,914,013

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 87,965,995

【投資活動収支】

    税収等収入 3,745,899,818

    国県等補助金収入 1,017,573,857

    使用料及び手数料収入 704,914,143

    その他の収入 122,044,518

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,684,796,167

      補助金等支出 2,370,301,824

      社会保障給付支出 306,935,960

      その他の支出 7,558,383

  業務収入 5,590,432,336

    業務費用支出 2,817,670,174

      人件費支出 1,347,339,039

      物件費等支出 1,352,147,263

      支払利息支出 75,289,529

      その他の支出 42,894,343

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 5,502,466,341


