
【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 34,587,923,184   固定負債 9,813,832,260

    有形固定資産 28,864,507,113     地方債等 8,055,324,685

      事業用資産 16,228,179,039     長期未払金 -

        土地 2,787,813,515     退職手当引当金 1,407,494,182

        立木竹 6,094,621,987     損失補償等引当金 -

        建物 17,344,943,492     その他 351,013,393

        建物減価償却累計額 -10,586,989,667   流動負債 1,083,662,710

        工作物 1,673,075,775     １年内償還予定地方債等 957,625,324

        工作物減価償却累計額 -1,093,371,863     未払金 13,157,274

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 40

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 90,104,603

        航空機 -     預り金 11,747,805

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,027,664

        その他 - 負債合計 10,897,494,970

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,085,800   固定資産等形成分 38,604,925,096

      インフラ資産 12,168,869,106   余剰分（不足分） -9,719,005,887

        土地 461,219,881   他団体出資等分 -

        建物 2,844,437,538

        建物減価償却累計額 -1,635,714,809

        工作物 30,334,652,580

        工作物減価償却累計額 -19,921,525,104

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 85,799,020

      物品 1,488,586,749

      物品減価償却累計額 -1,021,127,781

    無形固定資産 23,614,413

      ソフトウェア 22,300,370

      その他 1,314,043

    投資その他の資産 5,699,801,658

      投資及び出資金 145,613,918

        有価証券 142,500

        出資金 145,471,418

        その他 -

      長期延滞債権 124,773,880

      長期貸付金 -

      基金 5,531,667,977

        減債基金 1,909,103,269

        その他 3,622,564,708

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,322,168

  流動資産 5,195,490,995

    現金預金 1,037,401,056

    未収金 129,444,188

    短期貸付金 -

    基金 4,017,001,912

      財政調整基金 4,017,001,912

      減債基金 -

    棚卸資産 15,201,828

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,557,989

  繰延資産 - 純資産合計 28,885,919,209

資産合計 39,783,414,179 負債及び純資産合計 39,783,414,179

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 664,394

    その他 -

純行政コスト 8,992,155,275

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 13,667

  臨時利益 664,394

  臨時損失 74,888,502

    災害復旧事業費 36,757,365

    資産除売却損 27,298,609

    使用料及び手数料 478,733,978

    その他 485,955,566

純経常行政コスト 8,917,931,167

      社会保障給付 491,851,927

      その他 7,254,018

  経常収益 964,689,544

        その他 104,012,104

    移転費用 5,115,689,042

      補助金等 4,577,626,097

      その他の業務費用 173,739,822

        支払利息 62,706,699

        徴収不能引当金繰入額 7,021,019

        維持補修費 331,009,880

        減価償却費 1,233,704,000

        その他 -

        その他 469,717,441

      物件費等 3,057,626,291

        物件費 1,492,912,411

        職員給与費 967,164,472

        賞与等引当金繰入額 90,091,643

        退職手当引当金繰入額 8,592,000

  経常費用 9,882,620,711

    業務費用 4,766,931,669

      人件費 1,535,565,556

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 28,916,704,295 38,416,319,986 -9,499,615,691 -

  純行政コスト（△） -8,992,155,275 -8,992,155,275 -

  財源 9,095,640,917 9,095,640,917 -

    税収等 6,221,780,318 6,221,780,318 -

    国県等補助金 2,873,860,599 2,873,860,599 -

  本年度差額 103,485,642 103,485,642 -

  固定資産等の変動（内部変動） 322,875,838 -322,875,838

    有形固定資産等の増加 1,517,014,256 -1,517,014,256

    有形固定資産等の減少 -1,261,002,615 1,261,002,615

    貸付金・基金等の増加 224,857,249 -224,857,249

    貸付金・基金等の減少 -157,993,052 157,993,052

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -134,270,324 -134,270,324

  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 -404 -404 -

  本年度純資産変動額 -30,785,086 188,605,110 -219,390,196 -

本年度末純資産残高 28,885,919,209 38,604,925,096 -9,719,005,887 -

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 9,820,929

本年度歳計外現金増減額 1,926,876

本年度末歳計外現金残高 11,747,805

本年度末現金預金残高 1,037,401,056

財務活動収支 11,264,368

本年度資金収支額 -125,323,734

前年度末資金残高 1,150,976,985

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,025,653,251

    地方債等償還支出 1,149,481,632

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,160,746,000

    地方債等発行収入 1,160,746,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 664,400

    その他の収入 162,860,455

投資活動収支 -1,201,224,494

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,149,481,632

    その他の支出 -

  投資活動収入 550,464,592

    国県等補助金収入 242,711,811

    基金取崩収入 144,206,000

    貸付金元金回収収入 21,926

  投資活動支出 1,751,689,086

    公共施設等整備費支出 1,528,041,920

    基金積立金支出 223,647,166

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 36,757,365

    その他の支出 13,667

  臨時収入 7,462,000

業務活動収支 1,064,636,392

【投資活動収支】

    税収等収入 6,191,235,161

    国県等補助金収入 2,623,686,788

    使用料及び手数料収入 445,012,694

    その他の収入 457,139,261

  臨時支出 36,771,032

    移転費用支出 5,115,689,042

      補助金等支出 4,577,626,097

      社会保障給付支出 491,851,927

      その他の支出 7,254,018

  業務収入 9,717,073,904

    業務費用支出 3,507,439,438

      人件費支出 1,520,717,048

      物件費等支出 1,824,864,331

      支払利息支出 62,706,699

      その他の支出 99,151,360

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 8,623,128,480


