
【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 27,286,520,231   固定負債 4,690,723,512

    有形固定資産 26,301,305,411     地方債等 4,237,374,513

      事業用資産 8,305,692,232     長期未払金 219,861,999

        土地 2,274,584,294     退職手当引当金 212,405,000

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

        建物 12,733,188,926     その他 21,082,000

        建物減価償却累計額 -7,177,724,075   流動負債 680,524,246

        工作物 1,032,374,570     １年内償還予定地方債等 589,977,992

        工作物減価償却累計額 -711,196,710     未払金 -

        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 55,594,000

        航空機 -     預り金 25,581,710

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,370,544

        その他 - 負債合計 5,371,247,758

        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 27,635,910,994

      インフラ資産 17,908,837,642   余剰分（不足分） -5,173,381,932

        土地 4,252,000   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 40,481,799,821

        工作物減価償却累計額 -22,931,393,255

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120,400

      物品 546,749,917

      物品減価償却累計額 -459,974,380

    無形固定資産 14,635,731

      ソフトウェア 14,635,731

      その他 -

    投資その他の資産 970,579,089

      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 34,191,415

      長期貸付金 6,123,286

      基金 916,830,388

        減債基金 31,879,288

        その他 884,951,100

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,184,000

  流動資産 547,256,589

    現金預金 188,599,396

    未収金 9,268,430

    短期貸付金 -

    基金 349,390,763

      財政調整基金 349,390,763

      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 22,462,529,062

資産合計 27,833,776,820 負債及び純資産合計 27,833,776,820

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）

    資産売却益 33,379,218

    その他 -

純行政コスト 4,462,922,764

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 33,379,218

  臨時損失 7,639,720

    災害復旧事業費 4,779,000

    資産除売却損 2,860,720

    使用料及び手数料 196,752,284

    その他 94,256,519

純経常行政コスト 4,488,662,262

      社会保障給付 199,093,782

      その他 2,455,860

  経常収益 291,008,803

        その他 20,693,882

    移転費用 1,634,307,128

      補助金等 1,432,757,486

      その他の業務費用 55,596,773

        支払利息 34,930,891

        徴収不能引当金繰入額 -28,000

        維持補修費 195,910,380

        減価償却費 1,143,553,130

        その他 35,870

        その他 35,435,061

      物件費等 2,380,828,496

        物件費 1,041,329,116

        職員給与費 611,808,607

        賞与等引当金繰入額 55,594,000

        退職手当引当金繰入額 6,101,000

  経常費用 4,779,671,065

    業務費用 3,145,363,937

      人件費 708,938,668

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】

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 23,111,888,874 28,269,712,251 -5,157,823,377 -

  純行政コスト（△） -4,462,922,764 -4,462,922,764 -

  財源 3,813,562,947 3,813,562,947 -

    税収等 2,531,213,146 2,531,213,146 -

    国県等補助金 1,282,349,801 1,282,349,801 -

  本年度差額 -649,359,817 -649,359,817 -

  固定資産等の変動（内部変動） -633,801,262 633,801,262

    有形固定資産等の増加 561,085,841 -561,085,841

    有形固定資産等の減少 -1,143,553,130 1,143,553,130

    貸付金・基金等の増加 184,557,265 -184,557,265

    貸付金・基金等の減少 -235,891,238 235,891,238

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -649,359,812 -633,801,257 -15,558,555 -

本年度末純資産残高 22,462,529,062 27,635,910,994 -5,173,381,932 -

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）

前年度末歳計外現金残高 32,235,040

本年度歳計外現金増減額 -6,653,330

本年度末歳計外現金残高 25,581,710

本年度末現金預金残高 188,599,396

財務活動収支 10,532,472

本年度資金収支額 29,344,211

前年度末資金残高 133,673,475

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 163,017,686

    地方債等償還支出 632,529,528

    その他の支出 24,540,000

  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 33,379,218

    その他の収入 -

投資活動収支 79,676,299

【財務活動収支】

  財務活動支出 657,069,528

    その他の支出 -

  投資活動収入 802,967,743

    国県等補助金収入 534,634,000

    基金取崩収入 233,636,496

    貸付金元金回収収入 1,318,029

  投資活動支出 723,291,444

    公共施設等整備費支出 561,085,841

    基金積立金支出 161,605,603

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 600,000

    災害復旧事業費支出 4,779,000

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -60,864,560

【投資活動収支】

    税収等収入 2,532,349,317

    国県等補助金収入 747,715,801

    使用料及び手数料収入 194,672,436

    その他の収入 94,255,821

  臨時支出 4,779,000

    移転費用支出 1,634,307,128

      補助金等支出 1,432,757,486

      社会保障給付支出 199,093,782

      その他の支出 2,455,860

  業務収入 3,568,993,375

    業務費用支出 1,990,771,807

      人件費支出 697,871,668

      物件費等支出 1,242,644,229

      支払利息支出 34,930,891

      その他の支出 15,325,019

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 3,625,078,935


