
【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 28,907,151,328   固定負債 13,945,876,811

    有形固定資産 25,436,737,302     地方債等 11,997,754,703

      事業用資産 10,869,263,008     長期未払金 -

        土地 5,268,939,500     退職手当引当金 1,161,442,806

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 10,920,000

        建物 15,699,404,556     その他 775,759,302

        建物減価償却累計額 -11,024,656,228   流動負債 1,466,755,406

        工作物 2,244,220,226     １年内償還予定地方債等 1,004,592,073

        工作物減価償却累計額 -1,381,997,423     未払金 271,196,632

        船舶 -     未払費用 4,823

        船舶減価償却累計額 -     前受金 161,867

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 109,364,355

        航空機 -     預り金 80,291,425

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,144,231

        その他 - 負債合計 15,412,632,217

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 53,352,377   固定資産等形成分 29,893,342,564

      インフラ資産 14,413,102,588   余剰分（不足分） -13,871,822,801

        土地 2,305,623,082   他団体出資等分 -

        建物 946,328,044

        建物減価償却累計額 -528,108,998

        工作物 30,238,522,369

        工作物減価償却累計額 -19,214,023,505

        その他 739,951,397

        その他減価償却累計額 -368,998,555

        建設仮勘定 293,808,754

      物品 534,765,591

      物品減価償却累計額 -380,393,885

    無形固定資産 754,236,455

      ソフトウェア 5,015,819

      その他 749,220,636

    投資その他の資産 2,716,177,571

      投資及び出資金 19,934,000

        有価証券 -

        出資金 18,934,000

        その他 1,000,000

      長期延滞債権 165,252,482

      長期貸付金 694,952

      基金 2,503,694,567

        減債基金 113,210,155

        その他 2,390,484,412

      その他 41,382,150

      徴収不能引当金 -14,780,580

  流動資産 2,527,000,652

    現金預金 1,194,635,643

    未収金 350,615,768

    短期貸付金 -

    基金 986,191,236

      財政調整基金 986,191,236

      減債基金 -

    棚卸資産 3,806,970

    その他 457,110

    徴収不能引当金 -8,706,075

  繰延資産 - 純資産合計 16,021,519,763

資産合計 31,434,151,980 負債及び純資産合計 31,434,151,980

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）

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

  経常費用 15,433,282,639

    業務費用 5,809,332,418

      人件費 1,771,824,648

        職員給与費 1,087,194,781

        賞与等引当金繰入額 107,102,636

        退職手当引当金繰入額 -25,731,146

        その他 603,258,377

      物件費等 3,692,257,701

        物件費 2,435,637,450

        維持補修費 98,558,608

        減価償却費 1,154,622,006

        その他 3,439,637

      その他の業務費用 345,250,069

        支払利息 120,344,902

        徴収不能引当金繰入額 17,303,324

        その他 207,601,843

    移転費用 9,623,950,221

      補助金等 8,533,866,381

      社会保障給付 1,043,777,732

      その他 46,306,108

  経常収益 954,150,774

    使用料及び手数料 640,653,121

    その他 313,497,653

純経常行政コスト 14,479,131,865

  臨時損失 1,325,818

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,325,816

  臨時利益 32,368,936

    資産売却益 27,072,055

    その他 5,296,881

純行政コスト 14,448,088,747



【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 16,602,937,161 30,928,729,142 -14,325,791,981 -

  純行政コスト（△） -14,448,088,747 -14,448,088,747 -

  財源 13,903,955,479 13,903,955,479 -

    税収等 8,645,982,871 8,645,982,871 -

    国県等補助金 5,257,972,608 5,257,972,608 -

  本年度差額 -544,133,268 -544,133,268 -

  固定資産等の変動（内部変動） -964,341,359 964,341,359

    有形固定資産等の増加 1,200,023,380 -1,200,023,380

    有形固定資産等の減少 -1,280,976,850 1,280,976,850

    貸付金・基金等の増加 508,469,258 -508,469,258

    貸付金・基金等の減少 -1,391,857,147 1,391,857,147

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -302,280 -302,280

  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 -37,483,269 -70,870,225 33,386,956 -

  その他 501,419 127,286 374,133

  本年度純資産変動額 -581,417,398 -1,035,386,578 453,969,180 -

本年度末純資産残高 16,021,519,763 29,893,342,564 -13,871,822,801 -

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）

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 14,115,427,880

    業務費用支出 4,489,336,332

      人件費支出 1,711,350,985

      物件費等支出 2,454,671,641

      支払利息支出 120,345,402

      その他の支出 202,968,304

    移転費用支出 9,626,091,548

      補助金等支出 8,534,712,841

      社会保障給付支出 1,043,777,732

      その他の支出 47,600,975

  業務収入 14,593,428,481

    税収等収入 8,551,952,155

    国県等補助金収入 5,299,945,022

    使用料及び手数料収入 375,732,472

    その他の収入 365,798,832

  臨時支出 -

    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 478,000,601

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,483,889,527

    公共施設等整備費支出 1,262,058,789

    基金積立金支出 210,493,738

    投資及び出資金支出 50,000

    貸付金支出 11,287,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 597,878,412

    国県等補助金収入 40,908,000

    基金取崩収入 324,314,835

    貸付金元金回収収入 11,295,000

    資産売却収入 30,106,101

    その他の収入 191,254,476

投資活動収支 -886,011,115

【財務活動収支】

  財務活動支出 994,864,513

    地方債等償還支出 989,873,713

    その他の支出 4,990,800

  財務活動収入 1,431,214,620

    地方債等発行収入 1,431,214,620

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 83,252,787

本年度歳計外現金増減額 -3,528,326

本年度末歳計外現金残高 79,724,461

本年度末現金預金残高 1,194,635,643

財務活動収支 436,350,107

本年度資金収支額 28,339,593

前年度末資金残高 1,085,545,160

比例連結割合変更に伴う差額 1,026,429

本年度末資金残高 1,114,911,182


