
【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 35,970,888,070   固定負債 10,600,056,605

    有形固定資産 29,349,078,175     地方債等 8,108,402,199

      事業用資産 16,540,916,705     長期未払金 -

        土地 2,872,691,246     退職手当引当金 2,139,923,922

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

        建物 18,357,173,021     その他 351,730,484

        建物減価償却累計額 -11,411,882,768   流動負債 1,461,554,740

        工作物 1,722,424,575     １年内償還予定地方債等 1,018,675,646

        工作物減価償却累計額 -1,106,449,656     未払金 54,624,110

        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 117,964,362

        航空機 -     預り金 16,254,479

        航空機減価償却累計額 -     その他 254,036,103

        その他 - 負債合計 12,061,611,345

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,338,300   固定資産等形成分 40,104,829,115

      インフラ資産 12,168,869,106   余剰分（不足分） -10,341,780,489

        土地 461,219,881   他団体出資等分 -17,757,478

        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 1,983,943,564

      物品減価償却累計額 -1,344,651,200

    無形固定資産 25,638,077

      ソフトウェア 23,299,498

      その他 2,338,579

    投資その他の資産 6,596,171,818

      投資及び出資金 40,767,807

        有価証券 142,500

        出資金 40,142,418

        その他 482,889

      長期延滞債権 129,015,814

      長期貸付金 350,000

      基金 6,433,360,365

        減債基金 1,909,103,269

        その他 4,524,257,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,322,168

  流動資産 5,835,864,423

    現金預金 1,293,531,234

    未収金 176,904,460

    短期貸付金 150,000

    基金 4,133,791,045

      財政調整基金 4,133,791,045

      減債基金 -

    棚卸資産 22,088,554

    その他 212,957,119

    徴収不能引当金 -3,557,989

  繰延資産 150,000 純資産合計 29,745,291,148

資産合計 41,806,902,493 負債及び純資産合計 41,806,902,493

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 900,078

    その他 -

純行政コスト 10,648,961,512

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 13,667

  臨時利益 900,078

  臨時損失 105,527,065

    災害復旧事業費 36,757,365

    資産除売却損 68,756,033

    使用料及び手数料 536,572,505

    その他 1,184,462,964

純経常行政コスト 10,544,334,525

      社会保障給付 497,522,332

      その他 26,618,204

  経常収益 1,721,035,469

        その他 147,163,793

    移転費用 5,968,085,726

      補助金等 5,404,988,190

      その他の業務費用 220,160,948

        支払利息 65,976,136

        徴収不能引当金繰入額 7,021,019

        維持補修費 391,625,130

        減価償却費 1,312,345,161

        その他 -

        その他 552,611,877

      物件費等 3,687,219,311

        物件費 1,983,249,020

        職員給与費 1,684,522,811

        賞与等引当金繰入額 117,951,402

        退職手当引当金繰入額 34,817,919

  経常費用 12,265,369,994

    業務費用 6,297,284,268

      人件費 2,389,904,009

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 29,849,023,921 39,972,002,587 -10,126,564,490 3,585,824

  純行政コスト（△） -10,648,961,512 -10,627,618,210 -21,343,302

  財源 10,680,145,192 10,680,145,192 -

    税収等 6,781,003,774 6,781,003,774 -

    国県等補助金 3,899,141,418 3,899,141,418 -

  本年度差額 31,183,680 52,526,982 -21,343,302

  固定資産等の変動（内部変動） 269,301,846 -269,301,846

    有形固定資産等の増加 1,577,594,052 -1,577,594,052

    有形固定資産等の減少 -1,386,219,305 1,386,219,305

    貸付金・基金等の増加 277,441,109 -277,441,109

    貸付金・基金等の減少 -199,514,010 199,514,010

  資産評価差額 -424,335 -424,335

  無償所管換等 -134,379,557 -134,379,557

  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 -112,285 -1,671,149 1,558,864 -

  その他 -276 -277 1

  本年度純資産変動額 -103,732,773 132,826,528 -215,215,999 -21,343,302

本年度末純資産残高 29,745,291,148 40,104,829,115 -10,341,780,489 -17,757,478

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 10,018,052

本年度歳計外現金増減額 2,850,666

本年度末歳計外現金残高 12,868,718

本年度末現金預金残高 1,293,531,234

財務活動収支 18,515,420

本年度資金収支額 -126,963,817

前年度末資金残高 1,411,115,888

比例連結割合変更に伴う差額 -3,489,555

本年度末資金残高 1,280,662,516

    地方債等償還支出 1,236,896,888

    その他の支出 268,908

  財務活動収入 1,255,681,216

    地方債等発行収入 1,255,681,216

    その他の収入 -

    資産売却収入 900,084

    その他の収入 171,136,363

投資活動収支 -1,247,115,731

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,237,165,796

    その他の支出 -

  投資活動収入 585,170,086

    国県等補助金収入 242,711,811

    基金取崩収入 170,399,902

    貸付金元金回収収入 21,926

  投資活動支出 1,832,285,817

    公共施設等整備費支出 1,581,860,424

    基金積立金支出 250,315,393

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 110,000

    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 1,101,636,494

【投資活動収支】

    税収等収入 6,748,574,456

    国県等補助金収入 3,652,086,946

    使用料及び手数料収入 501,843,119

    その他の収入 1,262,809,001

  臨時支出 36,771,032

    移転費用支出 6,027,940,428

      補助金等支出 5,404,988,190

      社会保障給付支出 497,522,332

      その他の支出 86,472,906

  業務収入 12,165,313,522

    業務費用支出 5,006,427,568

      人件費支出 2,372,223,092

      物件費等支出 2,425,925,291

      支払利息支出 62,979,850

      その他の支出 145,299,335

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 11,034,367,996


