
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額 科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産
140,062,784,565

  固定負債
40,652,959,963

    有形固定資産
127,868,686,347

    地方債等
28,428,563,201

      事業用資産
57,692,725,787

    長期未払金
1,882,656,500

        土地
22,737,614,493

    退職手当引当金
6,492,398,855

        立木竹
308,827,600

    損失補償等引当金
15,000,000

        建物
82,891,651,703

    その他
3,834,341,407

        建物減価償却累計額
-52,939,027,940

  流動負債
4,727,468,650

        工作物
7,646,731,299

    １年内償還予定地方債等
3,539,767,921

        工作物減価償却累計額
-4,237,783,998

    未払金
460,248,112

        船舶
-

    未払費用
-

        船舶減価償却累計額
-

    前受金
120,085

        浮標等
-

    前受収益
-

        浮標等減価償却累計額
-

    賞与等引当金
490,234,430

        航空機
-

    預り金
119,608,276

        航空機減価償却累計額
-

    その他
117,489,826

        その他
-

負債合計
45,380,428,613

        その他減価償却累計額
-

【純資産の部】

        建設仮勘定
1,284,712,630

  固定資産等形成分
143,755,737,448

      インフラ資産
67,421,584,791

  余剰分（不足分）
-38,290,368,714

        土地
11,673,322,829

  他団体出資等分
-

        建物
1,613,048,962

        建物減価償却累計額
-971,214,277

        工作物
109,206,069,383

        工作物減価償却累計額
-63,238,765,563

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        建設仮勘定
9,139,123,457

      物品
7,364,522,962

      物品減価償却累計額
-4,610,147,193

    無形固定資産
11,067,971

      ソフトウェア
11,067,971

      その他
-

    投資その他の資産
12,183,030,247

      投資及び出資金
212,416,500

        有価証券
26,000,000

        出資金
186,416,500

        その他
-

      長期延滞債権
1,254,525,077

      長期貸付金
893,505,285

      基金
9,943,807,942

        減債基金
312,479,912

        その他
9,631,328,030

      その他
-

      徴収不能引当金
-121,224,557

  流動資産
10,783,012,782

    現金預金
6,606,574,131

    未収金
496,004,097

    短期貸付金
159,090,422

    基金
3,533,862,461

      財政調整基金
3,533,862,461

      減債基金
-

    棚卸資産
27,807,010

    その他
3,600,000

    徴収不能引当金
-43,925,339

  繰延資産
-

純資産合計
105,465,368,734

資産合計
150,845,797,347

負債及び純資産合計
150,845,797,347

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表

（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

  経常費用

53,025,922,822

    業務費用

22,633,089,288

      人件費

8,388,718,336

        職員給与費

6,188,085,223

        賞与等引当金繰入額

449,892,118

        退職手当引当金繰入額

516,019,816

        その他

1,234,721,179

      物件費等

13,630,552,121

        物件費

8,339,925,535

        維持補修費

465,370,692

        減価償却費

4,774,816,209

        その他

50,439,685

      その他の業務費用

613,818,831

        支払利息

197,943,765

        徴収不能引当金繰入額

117,695,203

        その他

298,179,863

    移転費用

30,392,833,534

      補助金等

22,542,741,747

      社会保障給付

6,383,620,219

      その他

353,090,568

  経常収益

2,897,414,786

      他会計への繰出金

1,113,381,000

    使用料及び手数料

2,082,983,656

    その他

814,431,130

純経常行政コスト

50,128,508,036

  臨時損失

827,737,388

    災害復旧事業費

827,016,676

    資産除売却損

718,712

    損失補償等引当金繰入額

-

    その他

2,000

  臨時利益

149,959,922

    資産売却益

107,959,922

    その他

42,000,000

純行政コスト

50,806,285,502



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目名科目名科目名科目名 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分) 他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分他団体出資等分

前年度末純資産残高
105,972,132,115 146,580,713,029 -40,608,580,914 -

  純行政コスト（△）
-50,806,285,502 -50,806,285,502 -

  財源
50,299,522,121 50,299,522,121 -

    税収等
31,354,787,930 31,354,787,930 -

    国県等補助金
18,944,734,191 18,944,734,191 -

  本年度差額
-506,763,381 -506,763,381 -

  固定資産等の変動（内部変動）
-2,824,975,581 2,824,975,581

    有形固定資産等の増加
3,798,733,311 -3,798,733,311

    有形固定資産等の減少
-5,478,899,009 5,478,899,009

    貸付金・基金等の増加
4,827,744,629 -4,827,744,629

    貸付金・基金等の減少
-5,972,554,512 5,972,554,512

  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
- - -

  本年度純資産変動額
-506,763,381 -2,824,975,581 2,318,212,200 -

本年度末純資産残高
105,465,368,734 143,755,737,448 -38,290,368,714 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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

科目名科目名科目名科目名 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出

48,642,285,088

    業務費用支出

18,249,451,554

      人件費支出

8,520,725,033

      物件費等支出

9,314,736,748

      支払利息支出

197,943,765

      その他の支出

216,046,008

    移転費用支出

30,392,833,534

      補助金等支出

22,542,741,747

      社会保障給付支出

6,383,620,219

      その他の支出

353,090,568

  業務収入

51,439,790,753

    税収等収入

31,229,009,215

    国県等補助金収入

17,325,888,191

    使用料及び手数料収入

2,071,742,323

    その他の収入

813,151,024

  臨時支出

827,018,676

    災害復旧事業費支出

827,016,676

    その他の支出

2,000

  臨時収入

268,416,000

業務活動収支

2,238,902,989

【投資活動収支】

  投資活動支出

5,725,150,455

    公共施設等整備費支出

3,102,676,867

    基金積立金支出

1,088,705,588

    投資及び出資金支出

-

    貸付金支出

1,533,768,000

    その他の支出

-

  投資活動収入

5,245,159,242

    国県等補助金収入

1,459,391,000

    基金取崩収入

2,089,225,789

    貸付金元金回収収入

1,588,582,522

    資産売却収入

107,959,931

    その他の収入

-

投資活動収支

-479,991,213

【財務活動収支】

  財務活動支出

3,834,565,143

    地方債等償還支出

3,716,244,182

    その他の支出

118,320,961

  財務活動収入

3,172,600,000

    地方債等発行収入

3,172,600,000

    その他の収入

-

前年度末歳計外現金残高

82,829,807

本年度歳計外現金増減額

6,675,356

本年度末歳計外現金残高

89,505,163

本年度末現金預金残高

6,606,574,131

財務活動収支

-661,965,143

本年度資金収支額

1,096,946,633

前年度末資金残高

5,420,122,335

比例連結割合変更に伴う差額

-

本年度末資金残高

6,517,068,968


