
【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 28,052,539,218   固定負債 4,797,529,148

    有形固定資産 26,584,564,654     地方債等 4,252,138,247

      事業用資産 8,518,917,021     長期未払金 241,742,522

        土地 2,289,582,206     退職手当引当金 282,565,829

        立木竹 138,589,227     損失補償等引当金 -

        建物 13,081,258,126     その他 21,082,550

        建物減価償却累計額 -7,362,100,453   流動負債 744,611,411

        工作物 1,340,841,483     １年内償還予定地方債等 595,463,815

        工作物減価償却累計額 -985,129,568     未払金 45,478,596

        船舶 77,294     未払費用 3,423,381

        船舶減価償却累計額 -77,294     前受金 18,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 64,507,773

        航空機 -     預り金 26,227,886

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,491,960

        その他 - 負債合計 5,542,140,559

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,876,000   固定資産等形成分 28,402,581,126

      インフラ資産 17,913,212,900   余剰分（不足分） -5,306,937,828

        土地 6,400,003   他団体出資等分 -

        建物 793,453,300

        建物減価償却累計額 -459,394,624

        工作物 40,487,933,033

        工作物減価償却累計額 -22,935,299,212

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120,400

      物品 759,002,766

      物品減価償却累計額 -606,568,033

    無形固定資産 32,895,675

      ソフトウェア 32,895,675

      その他 -

    投資その他の資産 1,435,078,889

      投資及び出資金 14,618,000

        有価証券 2,209,000

        出資金 12,409,000

        その他 -

      長期延滞債権 34,353,190

      長期貸付金 6,123,286

      基金 1,380,722,379

        減債基金 31,879,288

        その他 1,348,843,091

      その他 450,000

      徴収不能引当金 -1,187,966

  流動資産 585,244,639

    現金預金 225,895,584

    未収金 9,309,147

    短期貸付金 -

    基金 350,041,908

      財政調整基金 350,041,908

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,000

  繰延資産 - 純資産合計 23,095,643,298

資産合計 28,637,783,857 負債及び純資産合計 28,637,783,857

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 34,823,125

    その他 -

純行政コスト 5,381,715,790

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 169,668

  臨時利益 34,823,125

  臨時損失 7,809,390

    災害復旧事業費 4,779,000

    資産除売却損 2,860,722

    使用料及び手数料 201,002,934

    その他 129,270,603

純経常行政コスト 5,408,729,525

      社会保障給付 199,093,782

      その他 2,964,784

  経常収益 330,273,537

        その他 30,342,973

    移転費用 2,281,471,063

      補助金等 2,079,412,497

      その他の業務費用 65,555,651

        支払利息 35,238,529

        徴収不能引当金繰入額 -25,851

        維持補修費 204,756,759

        減価償却費 1,187,443,120

        その他 45,352

        その他 41,836,485

      物件費等 2,542,449,158

        物件費 1,150,203,927

        職員給与費 737,211,958

        賞与等引当金繰入額 64,357,608

        退職手当引当金繰入額 6,121,139

  経常費用 5,739,003,062

    業務費用 3,457,531,999

      人件費 849,527,190

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 23,677,067,121 28,904,949,762 -5,227,882,641 -

  純行政コスト（△） -5,381,715,790 -5,381,715,790 -

  財源 4,733,995,249 4,733,995,249 -

    税収等 3,363,375,574 3,363,375,574 -

    国県等補助金 1,370,619,675 1,370,619,675 -

  本年度差額 -647,720,541 -647,720,541 -

  固定資産等の変動（内部変動） -657,231,161 657,231,161

    有形固定資産等の増加 622,953,797 -622,953,797

    有形固定資産等の減少 -1,187,444,257 1,187,444,257

    貸付金・基金等の増加 260,351,813 -260,351,813

    貸付金・基金等の減少 -353,092,514 353,092,514

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5 5

  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 66,296,784 154,862,520 -88,565,736 -

  その他 -71 - -71

  本年度純資産変動額 -581,423,823 -502,368,636 -79,055,187 -

本年度末純資産残高 23,095,643,298 28,402,581,126 -5,306,937,828 -

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 32,768,850

本年度歳計外現金増減額 -6,610,212

本年度末歳計外現金残高 26,158,638

本年度末現金預金残高 225,895,584

財務活動収支 5,216,841

本年度資金収支額 25,666,587

前年度末資金残高 172,757,518

比例連結割合変更に伴う差額 1,312,841

本年度末資金残高 199,736,946

    地方債等償還支出 637,844,587

    その他の支出 24,540,572

  財務活動収入 667,602,000

    地方債等発行収入 667,602,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 34,823,125

    その他の収入 47,923,120

投資活動収支 46,222,844

【財務活動収支】

  財務活動支出 662,385,159

    その他の支出 -

  投資活動収入 907,043,079

    国県等補助金収入 534,634,000

    基金取崩収入 265,226,547

    貸付金元金回収収入 24,436,287

  投資活動支出 860,820,235

    公共施設等整備費支出 622,883,564

    基金積立金支出 212,606,597

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 25,330,074

    災害復旧事業費支出 4,779,000

    その他の支出 167,738

  臨時収入 -

業務活動収支 -25,773,098

【投資活動収支】

    税収等収入 3,361,744,545

    国県等補助金収入 835,985,675

    使用料及び手数料収入 198,923,086

    その他の収入 144,146,473

  臨時支出 4,946,738

    移転費用支出 2,281,471,063

      補助金等支出 2,079,412,497

      社会保障給付支出 199,093,782

      その他の支出 2,964,784

  業務収入 4,540,799,779

    業務費用支出 2,280,155,076

      人件費支出 837,843,279

      物件費等支出 1,382,114,918

      支払利息支出 35,238,529

      その他の支出 24,958,350

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 4,561,626,139


