
【様式第1号】

（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 19,581,164,212   固定負債 8,372,233,051

    有形固定資産 18,279,786,928     地方債等 5,846,033,573

      事業用資産 6,192,267,576     長期未払金 -

        土地 1,978,971,072     退職手当引当金 458,279,293

        立木竹 47,483,105     損失補償等引当金 3,738,000

        建物 9,715,407,166     その他 2,064,182,185

        建物減価償却累計額 -5,847,651,896   流動負債 1,264,046,998

        工作物 2,119,296,645     １年内償還予定地方債等 609,704,069

        工作物減価償却累計額 -1,858,042,479     未払金 26,840,872

        船舶 76,977     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -76,977     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 53,238,568

        航空機 -     預り金 418,457,148

        航空機減価償却累計額 -     その他 155,806,341

        その他 - 負債合計 9,636,280,049

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 36,803,963   固定資産等形成分 21,768,771,552

      インフラ資産 11,771,797,373   余剰分（不足分） -7,952,470,661

        土地 1,056,155,411   他団体出資等分 -

        建物 306,735,244

        建物減価償却累計額 -181,876,980

        工作物 27,404,693,901

        工作物減価償却累計額 -16,819,660,282

        その他 1,964,020

        その他減価償却累計額 -268,879

        建設仮勘定 4,054,938

      物品 1,540,006,196

      物品減価償却累計額 -1,224,284,217

    無形固定資産 361,672,142

      ソフトウェア 35,470,028

      その他 326,202,114

    投資その他の資産 939,705,142

      投資及び出資金 430,723,459

        有価証券 43,886,459

        出資金 386,837,000

        その他 -

      長期延滞債権 35,735,499

      長期貸付金 -

      基金 478,282,322

        減債基金 -

        その他 478,282,322

      その他 904,133

      徴収不能引当金 -5,940,271

  流動資産 3,871,416,728

    現金預金 1,578,369,449

    未収金 61,180,137

    短期貸付金 -

    基金 2,187,607,340

      財政調整基金 2,179,899,405

      減債基金 7,707,935

    棚卸資産 44,227,600

    その他 95,319

    徴収不能引当金 -63,117

  繰延資産 - 純資産合計 13,816,300,891

資産合計 23,452,580,940 負債及び純資産合計 23,452,580,940

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 4,320,528

    その他 89,654

純行政コスト 6,376,297,622

    損失補償等引当金繰入額 3,738,000

    その他 328,663

  臨時利益 4,410,182

  臨時損失 5,037,389

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 970,726

    使用料及び手数料 605,663,192

    その他 85,044,920

純経常行政コスト 6,375,670,415

      社会保障給付 1,774,506,336

      その他 631,720

  経常収益 690,708,112

        その他 51,856,268

    移転費用 4,079,683,338

      補助金等 2,304,545,282

      その他の業務費用 129,141,670

        支払利息 78,579,014

        徴収不能引当金繰入額 -1,293,612

        維持補修費 330,545,374

        減価償却費 827,233,702

        その他 61,470

        その他 51,955,540

      物件費等 1,966,438,625

        物件費 808,598,079

        職員給与費 775,316,766

        賞与等引当金繰入額 54,219,488

        退職手当引当金繰入額 9,623,100

  経常費用 7,066,378,527

    業務費用 2,986,695,189

      人件費 891,114,894

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】

（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 14,150,335,807 22,067,916,726 -7,917,580,919 -

  純行政コスト（△） -6,376,297,622 -6,376,297,622 -

  財源 6,182,998,443 6,182,998,443 -

    税収等 3,977,682,697 3,977,682,697 -

    国県等補助金 2,205,315,746 2,205,315,746 -

  本年度差額 -193,299,179 -193,299,179 -

  固定資産等の変動（内部変動） 37,852,850 -37,852,850

    有形固定資産等の増加 771,483,276 -771,483,276

    有形固定資産等の減少 -831,570,486 831,570,486

    貸付金・基金等の増加 296,659,786 -296,659,786

    貸付金・基金等の減少 -198,719,726 198,719,726

  資産評価差額 -1,019,579 -1,019,579

  無償所管換等 - -

  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 -103,556,281 -335,978,445 232,422,164 -

  その他 -36,159,877 - -36,159,877

  本年度純資産変動額 -334,034,916 -299,145,174 -34,889,742 -

本年度末純資産残高 13,816,300,891 21,768,771,552 -7,952,470,661 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 427,058,216

本年度歳計外現金増減額 -8,668,682

本年度末歳計外現金残高 418,389,534

本年度末現金預金残高 1,578,369,449

財務活動収支 474,933,880

本年度資金収支額 203,857,423

前年度末資金残高 1,013,150,507

比例連結割合変更に伴う差額 -57,028,015

本年度末資金残高 1,159,979,915

    地方債等償還支出 579,937,050

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,054,870,930

    地方債等発行収入 1,054,870,930

    その他の収入 -

    資産売却収入 7,730,561

    その他の収入 61,524,384

投資活動収支 -762,952,375

【財務活動収支】

  財務活動支出 579,937,050

    その他の支出 -

  投資活動収入 304,000,323

    国県等補助金収入 44,076,000

    基金取崩収入 173,919,378

    貸付金元金回収収入 16,750,000

  投資活動支出 1,066,952,698

    公共施設等整備費支出 763,779,937

    基金積立金支出 279,602,761

    投資及び出資金支出 6,820,000

    貸付金支出 16,750,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 328,663

  臨時収入 520,616

業務活動収支 491,875,918

【投資活動収支】

    税収等収入 4,060,055,120

    国県等補助金収入 2,176,474,436

    使用料及び手数料収入 400,279,162

    その他の収入 89,787,854

  臨時支出 328,663

    移転費用支出 4,079,669,755

      補助金等支出 2,304,531,699

      社会保障給付支出 1,774,506,336

      その他の支出 631,720

  業務収入 6,726,596,572

    業務費用支出 2,155,242,852

      人件費支出 883,715,636

      物件費等支出 1,141,933,640

      支払利息支出 78,592,593

      その他の支出 51,000,983

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 6,234,912,607


