
【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
142,647,597,864

  固定負債
41,201,587,713

    有形固定資産
129,190,551,517

    地方債等
28,495,622,785

      事業用資産
57,832,007,265

    長期未払金
1,882,656,500

        土地
22,764,134,224

    退職手当引当金
6,775,451,591

        立木竹
308,827,600

    損失補償等引当金
-

        建物
83,320,087,466

    その他
4,047,856,837

        建物減価償却累計額
-53,255,755,463

  流動負債
5,351,392,822

        工作物
7,702,140,315

    １年内償還予定地方債等
3,710,679,826

        工作物減価償却累計額
-4,292,139,507

    未払金
825,452,930

        船舶
-

    未払費用
1,939,193

        船舶減価償却累計額
-

    前受金
53,347,841

        浮標等
-

    前受収益
-

        浮標等減価償却累計額
-

    賞与等引当金
510,832,398

        航空機
-

    預り金
131,294,408

        航空機減価償却累計額
-

    その他
117,846,226

        その他
-

負債合計
46,552,980,535

        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
146,344,793,265

      インフラ資産
68,456,985,167

  余剰分（不足分）
-37,797,784,079

        土地
11,736,327,335

  他団体出資等分
515,407

        建物
1,793,253,595

        建物減価償却累計額
-1,071,742,556

        工作物
110,859,018,438

        工作物減価償却累計額
-63,998,995,102

        その他
-

        その他減価償却累計額
-

        建設仮勘定
9,139,123,457

      物品
8,418,216,378

      物品減価償却累計額
-5,516,657,293

    無形固定資産
20,776,761

      ソフトウェア
19,893,261

      その他
883,500

    投資その他の資産
13,436,269,586

      投資及び出資金
169,921,281

        有価証券
30,407,781

        出資金
139,498,500

        その他
15,000

      長期延滞債権
1,256,794,740

      長期貸付金
895,548,467

      基金
11,195,301,914

        減債基金
312,479,912

        その他
10,882,822,002

      その他
40,486,759

      徴収不能引当金
-121,783,575

  流動資産
12,452,907,264

    現金預金
7,941,978,090

    未収金
655,039,439

    短期貸付金
159,090,422

    基金
3,538,104,979

      財政調整基金
3,538,104,979

      減債基金
-

    棚卸資産
179,809,959

    その他
23,017,635

    徴収不能引当金
-44,133,260

  繰延資産
-

純資産合計
108,547,524,593

資産合計
155,100,505,128

負債及び純資産合計
155,100,505,128

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

65,179,671,697

    業務費用

25,949,522,694

      人件費

9,792,812,961

        職員給与費

7,055,748,032

        賞与等引当金繰入額

469,923,870

        退職手当引当金繰入額

531,304,458

        その他

1,735,836,601

      物件費等

15,195,185,372

        物件費

9,120,098,401

        維持補修費

527,543,892

        減価償却費

4,856,492,406

        その他

691,050,673

      その他の業務費用

961,524,361

        支払利息

199,788,336

        徴収不能引当金繰入額

118,230,552

        その他

643,505,473

    移転費用

39,230,149,003

      補助金等

31,334,312,249

      社会保障給付

6,379,820,914

      その他

402,634,840

  経常収益

5,706,177,075

    使用料及び手数料

2,072,585,131

    その他

3,633,591,944

純経常行政コスト

59,473,494,622

  臨時損失

903,674,327

    災害復旧事業費

827,016,676

    資産除売却損

1,040,634

    損失補償等引当金繰入額

-

    その他

75,617,017

  臨時利益

189,865,406

    資産売却益

109,595,098

    その他

80,270,308

純行政コスト

60,187,303,543



【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
109,078,298,865 149,063,935,287 -39,986,618,131 981,709

  純行政コスト（△）
-60,187,303,543 -60,186,741,015 -562,528

  財源
59,681,938,194 59,681,851,121 87,073

    税収等
35,828,079,230 35,827,992,157 87,073

    国県等補助金
23,853,858,964 23,853,858,964 -

  本年度差額
-505,365,349 -504,889,894 -475,455

  固定資産等の変動（内部変動）
-2,734,559,362 2,734,559,362

    有形固定資産等の増加
3,845,551,989 -3,845,551,989

    有形固定資産等の減少
-5,561,989,273 5,561,989,273

    貸付金・基金等の増加
4,993,963,982 -4,993,963,982

    貸付金・基金等の減少
-6,012,086,060 6,012,086,060

  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
21,041,561 15,417,260 5,615,148 9,153

  その他
-46,450,484 80 -46,450,564

  本年度純資産変動額
-530,774,272 -2,719,142,022 2,188,834,052 -466,302

本年度末純資産残高
108,547,524,593 146,344,793,265 -37,797,784,079 515,407

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

60,738,342,292

    業務費用支出

21,494,654,863

      人件費支出

9,903,117,767

      物件費等支出

10,806,048,976

      支払利息支出

198,933,336

      その他の支出

586,554,784

    移転費用支出

39,243,687,429

      補助金等支出

31,347,634,143

      社会保障給付支出

6,379,820,914

      その他の支出

402,851,372

  業務収入

63,649,966,767

    税収等収入

35,711,407,892

    国県等補助金収入

22,230,109,864

    使用料及び手数料収入

2,061,343,798

    その他の収入

3,647,105,213

  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

2,353,021,799

【投資活動収支】

  投資活動支出

5,934,013,197

    公共施設等整備費支出

3,174,401,797

    基金積立金支出

1,243,264,305

    投資及び出資金支出

4,397,781

    貸付金支出

1,511,768,000

    その他の支出

181,314

  投資活動収入

5,251,803,316

    国県等補助金収入

1,459,391,000

    基金取崩収入

2,115,904,739

    貸付金元金回収収入

1,566,994,303

    資産売却収入

109,513,274

    その他の収入

-

投資活動収支

-682,209,881

【財務活動収支】

  財務活動支出

3,899,643,689

    地方債等償還支出

3,779,377,468

    その他の支出

120,266,221

  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

82,948,374

本年度歳計外現金増減額

6,680,079

本年度末歳計外現金残高

89,628,453

本年度末現金預金残高

7,941,978,090

財務活動収支

-727,043,689

本年度資金収支額

943,768,229

前年度末資金残高

6,901,369,788

比例連結割合変更に伴う差額

7,211,620

本年度末資金残高

7,852,349,637


