
【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 43,487,981,184   固定負債 18,291,539,168

    有形固定資産 40,573,745,458     地方債等 8,915,286,356

      事業用資産 7,961,358,390     長期未払金 -

        土地 1,468,053,780     退職手当引当金 1,314,742,511

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,240,339,034     その他 8,061,510,301

        建物減価償却累計額 -9,751,001,004   流動負債 1,636,402,719

        工作物 626,400     １年内償還予定地方債等 734,045,308

        工作物減価償却累計額 -31,320     未払金 494,346,304

        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 147,317,801

        航空機 -     預り金 5,275,280

        航空機減価償却累計額 -     その他 255,418,026

        その他 - 負債合計 19,927,941,887

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,371,500   固定資産等形成分 43,487,981,184

      インフラ資産 27,664,114,978   余剰分（不足分） -14,633,516,671

        土地 1,148,051,978   他団体出資等分 -

        建物 1,490,358,514

        建物減価償却累計額 -672,887,552

        工作物 45,968,626,747

        工作物減価償却累計額 -20,962,794,741

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 692,760,032

      物品 10,082,203,898

      物品減価償却累計額 -5,133,931,808

    無形固定資産 2,633,375,660

      ソフトウェア -

      その他 2,633,375,660

    投資その他の資産 280,860,066

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 280,860,066

        減債基金 -

        その他 280,860,066

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 5,294,425,216

    現金預金 4,533,913,928

    未収金 717,814,708

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 40,095,733

    その他 7,800,000

    徴収不能引当金 -5,199,153

  繰延資産 - 純資産合計 28,854,464,513

資産合計 48,782,406,400 負債及び純資産合計 48,782,406,400

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 207,996

    その他 153,207

純行政コスト 3,208,460,099

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 372,912

  臨時利益 361,203

  臨時損失 372,917

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5

    使用料及び手数料 2,425,049,017

    その他 241,706,398

純経常行政コスト 3,208,448,385

      社会保障給付 20,810,000

      その他 1,906,800

  経常収益 2,666,755,415

        その他 6,701,336

    移転費用 225,163,263

      補助金等 202,446,463

      その他の業務費用 146,147,057

        支払利息 137,109,166

        徴収不能引当金繰入額 2,336,555

        維持補修費 215,901,261

        減価償却費 1,861,721,201

        その他 -

        その他 80,425,201

      物件費等 3,814,219,753

        物件費 1,736,597,291

        職員給与費 1,477,112,725

        賞与等引当金繰入額 132,135,801

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,875,203,800

    業務費用 5,650,040,537

      人件費 1,689,673,727

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 27,991,363,049 43,304,355,884 -15,312,992,835 -

  純行政コスト（△） -3,208,460,099 -3,208,460,099 -

  財源 3,357,057,563 3,357,057,563 -

    税収等 3,335,632,647 3,335,632,647 -

    国県等補助金 21,424,916 21,424,916 -

  本年度差額 148,597,464 148,597,464 -

  固定資産等の変動（内部変動） 183,225,300 -183,225,300

    有形固定資産等の増加 2,149,098,713 -2,149,098,713

    有形固定資産等の減少 -1,867,922,261 1,867,922,261

    貸付金・基金等の増加 177 -177

    貸付金・基金等の減少 -97,951,329 97,951,329

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 400,000 400,000

  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 714,104,000 - 714,104,000

  本年度純資産変動額 863,101,464 183,625,300 679,476,164 -

本年度末純資産残高 28,854,464,513 43,487,981,184 -14,633,516,671 -

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 5,097,645

本年度歳計外現金増減額 177,635

本年度末歳計外現金残高 5,275,280

本年度末現金預金残高 4,533,913,928

財務活動収支 489,033,367

本年度資金収支額 42,492,653

前年度末資金残高 4,486,145,995

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,528,638,648

    地方債等償還支出 694,625,163

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,183,658,530

    地方債等発行収入 433,300,000

    その他の収入 750,358,530

    資産売却収入 207,996

    その他の収入 33,573,500

投資活動収支 -2,823,894,611

【財務活動収支】

  財務活動支出 694,625,163

    その他の支出 -

  投資活動収入 603,858,496

    国県等補助金収入 570,077,000

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 3,427,753,107

    公共施設等整備費支出 3,427,752,930

    基金積立金支出 177

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 372,912

  臨時収入 153,207

業務活動収支 2,377,353,897

【投資活動収支】

    税収等収入 2,970,121,163

    国県等補助金収入 21,424,916

    使用料及び手数料収入 3,034,643,886

    その他の収入 208,789,495

  臨時支出 372,912

    移転費用支出 225,163,263

      補助金等支出 202,446,463

      社会保障給付支出 20,810,000

      その他の支出 1,906,800

  業務収入 6,234,979,460

    業務費用支出 3,632,242,595

      人件費支出 1,686,905,887

      物件費等支出 1,802,186,601

      支払利息支出 137,109,166

      その他の支出 6,040,941

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 3,857,405,858


