
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 110,340,535,620   固定負債 34,889,740,365

    有形固定資産 106,701,523,977     地方債等 20,453,993,610

      事業用資産 34,507,986,250     長期未払金 -

        土地 19,756,721,536     退職手当引当金 2,450,697,502

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

        建物 30,657,053,189     その他 11,984,909,708

        建物減価償却累計額 -16,847,490,148   流動負債 3,587,078,911

        工作物 2,961,606,991     １年内償還予定地方債等 2,158,071,543

        工作物減価償却累計額 -2,026,237,718     未払金 385,730,278

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 279,830,287

        航空機 -     預り金 484,726,937

        航空機減価償却累計額 -     その他 278,719,866

        その他 - 負債合計 38,476,819,276

        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 111,987,747,620

      インフラ資産 70,337,522,789   余剰分（不足分） -33,541,940,708

        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 21,827,880

      物品 6,742,414,800

      物品減価償却累計額 -4,886,399,862

    無形固定資産 997,050,289

      ソフトウェア 4,048,050

      その他 993,002,239

    投資その他の資産 2,641,961,354

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 447,203,966

      長期貸付金 7,214,000

      基金 2,227,096,093

        減債基金 3,088,000

        その他 2,224,008,093

      その他 -

      徴収不能引当金 -50,981,705

  流動資産 6,582,090,568

    現金預金 4,569,332,554

    未収金 379,259,471

    短期貸付金 2,584,000

    基金 1,644,628,000

      財政調整基金 1,644,628,000

      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 78,445,806,912

資産合計 116,922,626,188 負債及び純資産合計 116,922,626,188

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （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 30,261,299,613

    業務費用 11,541,719,242

      人件費 4,104,117,610

        職員給与費 3,191,856,698

        賞与等引当金繰入額 277,290,287

        退職手当引当金繰入額 32,938,710

        その他 602,031,915

      物件費等 6,941,451,175

        物件費 3,156,165,348

        維持補修費 1,419,365,352

        減価償却費 2,362,216,056

        その他 3,704,419

      その他の業務費用 496,150,457

        支払利息 226,895,256

        徴収不能引当金繰入額 78,779,587

        その他 190,475,614

    移転費用 18,719,580,371

      補助金等 15,103,874,431

      社会保障給付 3,554,489,890

      その他 61,216,050

  経常収益 2,269,219,440

    使用料及び手数料 1,828,893,985

    その他 440,325,455

純経常行政コスト 27,992,080,173

  臨時損失 5,017,420

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,017,420

  臨時利益 26,861,062

    資産売却益 26,861,062

    その他 -

純行政コスト 27,970,236,531



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 77,793,359,129 94,916,096,525 -17,122,737,396 -

  純行政コスト（△） -27,970,236,531 -27,970,236,531 -

  財源 26,941,179,843 26,941,179,843 -

    税収等 16,513,595,375 16,513,595,375 -

    国県等補助金 10,427,584,468 10,427,584,468 -

  本年度差額 -1,029,056,688 -1,029,056,688 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,038,845,410 2,038,845,410

    有形固定資産等の増加 1,480,344,542 -1,480,344,542

    有形固定資産等の減少 -2,368,422,579 2,368,422,579

    貸付金・基金等の増加 2,870,045,557 -2,870,045,557

    貸付金・基金等の減少 -4,020,812,930 4,020,812,930

  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 - - - -

  その他 1,681,504,471 19,110,496,505 -17,428,992,034

  本年度純資産変動額 652,447,783 17,071,651,095 -16,419,203,312 -

本年度末純資産残高 78,445,806,912 111,987,747,620 -33,541,940,708 -

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：全体会計 （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 27,712,783,382

    業務費用支出 8,993,203,011

      人件費支出 4,063,528,869

      物件費等支出 4,539,905,314

      支払利息支出 226,895,256

      その他の支出 162,873,572

    移転費用支出 18,719,580,371

      補助金等支出 15,103,874,431

      社会保障給付支出 3,554,489,890

      その他の支出 61,216,050

  業務収入 28,611,880,052

    税収等収入 16,138,924,244

    国県等補助金収入 10,270,884,332

    使用料及び手数料収入 1,821,201,370

    その他の収入 380,870,106

  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 894,079,250

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,238,115,511

    公共施設等整備費支出 1,265,496,592

    基金積立金支出 960,618,919

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 12,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,779,514,667

    国県等補助金収入 306,177,251

    基金取崩収入 2,059,804,000

    貸付金元金回収収入 11,441,000

    資産売却収入 26,861,062

    その他の収入 375,231,354

投資活動収支 541,399,156

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,336,056,824

    地方債等償還支出 2,187,752,571

    その他の支出 148,304,253

  財務活動収入 1,682,038,815

    地方債等発行収入 1,541,206,000

    その他の収入 140,832,815

前年度末歳計外現金残高 402,022,773

本年度歳計外現金増減額 82,704,164

本年度末歳計外現金残高 484,726,937

本年度末現金預金残高 4,569,332,554

財務活動収支 -654,018,009

本年度資金収支額 781,460,397

前年度末資金残高 3,303,145,220

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,084,605,617


