
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 112,983,646,606   固定負債 36,024,270,907

    有形固定資産 108,497,773,755     地方債等 21,012,416,716

      事業用資産 36,236,876,457     長期未払金 -

        土地 20,101,179,759     退職手当引当金 3,015,420,749

        立木竹 3,600,000     損失補償等引当金 139,545

        建物 37,729,306,386     その他 11,996,293,897

        建物減価償却累計額 -22,543,539,455   流動負債 3,746,700,170

        工作物 3,129,969,119     １年内償還予定地方債等 2,259,505,182

        工作物減価償却累計額 -2,186,371,753     未払金 390,013,474

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 25,100

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 291,305,766

        航空機 -     預り金 519,783,966

        航空機減価償却累計額 -     その他 286,066,682

        その他 1 負債合計 39,770,971,077

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,732,400   固定資産等形成分 114,633,983,315

      インフラ資産 70,338,933,517   余剰分（不足分） -34,574,604,547

        土地 34,067,404,904   他団体出資等分 -

        建物 1,171,659,581

        建物減価償却累計額 -688,549,225

        工作物 64,817,249,894

        工作物減価償却累計額 -29,052,070,245

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 23,238,608

      物品 6,964,648,805

      物品減価償却累計額 -5,042,685,024

    無形固定資産 1,003,231,580

      ソフトウェア 10,229,337

      その他 993,002,243

    投資その他の資産 3,482,641,271

      投資及び出資金 9,429,000

        有価証券 -

        出資金 9,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 447,203,966

      長期貸付金 9,328,000

      基金 3,067,662,010

        減債基金 3,088,000

        その他 3,064,574,010

      その他 -

      徴収不能引当金 -50,981,705

  流動資産 6,846,703,239

    現金預金 4,825,818,256

    未収金 384,261,731

    短期貸付金 2,584,000

    基金 1,647,752,709

      財政調整基金 1,647,752,709

      減債基金 -

    棚卸資産 3,709,900

    その他 86,510

    徴収不能引当金 -17,509,867

  繰延資産 - 純資産合計 80,059,378,768

資産合計 119,830,349,845 負債及び純資産合計 119,830,349,845

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （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 40,023,481,337

    業務費用 12,707,715,244

      人件費 4,401,095,255

        職員給与費 3,475,103,861

        賞与等引当金繰入額 288,765,961

        退職手当引当金繰入額 33,998,851

        その他 603,226,582

      物件費等 7,792,029,385

        物件費 3,833,309,538

        維持補修費 1,443,334,167

        減価償却費 2,500,070,063

        その他 15,315,617

      その他の業務費用 514,590,604

        支払利息 229,211,538

        徴収不能引当金繰入額 78,779,587

        その他 206,599,479

    移転費用 27,315,766,093

      補助金等 15,309,513,492

      社会保障給付 11,945,973,977

      その他 60,278,624

  経常収益 2,803,389,954

    使用料及び手数料 2,124,992,108

    その他 678,397,846

純経常行政コスト 37,220,091,383

  臨時損失 5,017,422

    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 5,017,420

  臨時利益 29,246,498

    資産売却益 26,861,062

    その他 2,385,436

純行政コスト 37,195,862,307



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 79,414,445,231 97,581,234,986 -18,166,789,755 -

  純行政コスト（△） -37,195,862,307 -37,195,862,307 -

  財源 36,136,961,519 36,136,961,519 -

    税収等 22,960,902,974 22,960,902,974 -

    国県等補助金 13,176,058,545 13,176,058,545 -

  本年度差額 -1,058,900,788 -1,058,900,788 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,060,078,290 2,060,078,290

    有形固定資産等の増加 1,514,389,572 -1,514,389,572

    有形固定資産等の減少 -2,501,162,915 2,501,162,915

    貸付金・基金等の増加 3,034,495,468 -3,034,495,468

    貸付金・基金等の減少 -4,107,800,415 4,107,800,415

  資産評価差額 - -

  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 20,894,620 2,330,114 18,564,506 -

  その他 1,682,939,705 19,110,496,505 -17,427,556,800

  本年度純資産変動額 644,933,537 17,052,748,329 -16,407,814,792 -

本年度末純資産残高 80,059,378,768 114,633,983,315 -34,574,604,547 -

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：連結会計 （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 37,342,924,322

    業務費用支出 10,025,923,931

      人件費支出 4,363,851,594

      物件費等支出 5,253,792,989

      支払利息支出 229,211,538

      その他の支出 179,067,810

    移転費用支出 27,317,000,391

      補助金等支出 15,309,513,492

      社会保障給付支出 11,945,973,977

      その他の支出 61,512,922

  業務収入 38,340,732,309

    税収等収入 22,585,660,045

    国県等補助金収入 13,019,358,409

    使用料及び手数料収入 2,117,299,493

    その他の収入 618,414,362

  臨時支出 5,017,420

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 5,017,420

  臨時収入 -

業務活動収支 992,790,567

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,355,059,375

    公共施設等整備費支出 1,289,257,482

    基金積立金支出 1,052,762,893

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,039,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,857,639,280

    国県等補助金収入 306,377,251

    基金取崩収入 2,136,010,815

    貸付金元金回収収入 12,587,000

    資産売却収入 26,861,062

    その他の収入 375,803,152

投資活動収支 502,579,905

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,448,777,879

    地方債等償還支出 2,293,667,175

    その他の支出 155,110,704

  財務活動収入 1,697,863,391

    地方債等発行収入 1,557,030,576

    その他の収入 140,832,815

前年度末歳計外現金残高 435,865,116

本年度歳計外現金増減額 83,641,660

本年度末歳計外現金残高 519,506,776

本年度末現金預金残高 4,825,818,256

財務活動収支 -750,914,488

本年度資金収支額 744,455,984

前年度末資金残高 3,557,317,306

比例連結割合変更に伴う差額 4,538,190

本年度末資金残高 4,306,311,480


