
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 263,902,219,414   固定負債 99,275,247,985

    有形固定資産 251,094,051,896     地方債等 62,277,727,096

      事業用資産 75,810,557,774     長期未払金 -

        土地 43,109,333,159     退職手当引当金 8,339,907,298

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 91,641,505,188     その他 28,657,613,591

        建物減価償却累計額 -62,853,906,053   流動負債 9,914,316,895

        工作物 7,512,080,788     １年内償還予定地方債等 6,454,141,888

        工作物減価償却累計額 -3,767,216,189     未払金 1,440,406,063

        船舶 2,078,106     未払費用 12,952,559

        船舶減価償却累計額 -2,078,104     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 752,147,478

        航空機 -     預り金 737,947,075

        航空機減価償却累計額 -     その他 516,721,832

        その他 4,330,358 負債合計 109,189,564,880

        その他減価償却累計額 -3,918,333 【純資産の部】

        建設仮勘定 168,348,854   固定資産等形成分 269,090,324,067

      インフラ資産 167,814,811,762   余剰分（不足分） -100,087,279,881

        土地 49,996,645,318   他団体出資等分 -

        建物 4,404,599,915

        建物減価償却累計額 -2,143,152,846

        工作物 194,192,923,975

        工作物減価償却累計額 -79,746,746,630

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,110,542,030

      物品 17,928,001,123

      物品減価償却累計額 -10,459,318,763

    無形固定資産 4,598,720,715

      ソフトウェア 242,039,962

      その他 4,356,680,753

    投資その他の資産 8,209,446,803

      投資及び出資金 33,714,600

        有価証券 1,500,000

        出資金 32,214,600

        その他 -

      長期延滞債権 1,130,672,197

      長期貸付金 52,374,797

      基金 7,083,237,286

        減債基金 -

        その他 7,083,237,286

      その他 29,531,610

      徴収不能引当金 -120,083,687

  流動資産 14,290,389,652

    現金預金 7,676,979,435

    未収金 1,370,866,591

    短期貸付金 -

    基金 5,188,104,653

      財政調整基金 5,058,342,754

      減債基金 129,761,899

    棚卸資産 109,673,687

    その他 1,178,193

    徴収不能引当金 -56,412,907

  繰延資産 - 純資産合計 169,003,044,186

資産合計 278,192,609,066 負債及び純資産合計 278,192,609,066

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 25,899,231

    その他 20,027,596

純行政コスト 83,818,842,885

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,357,326

  臨時利益 45,926,827

  臨時損失 5,985,283

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,627,957

    使用料及び手数料 5,264,799,749

    その他 2,869,643,363

純経常行政コスト 83,858,784,429

      社会保障給付 25,134,339,320

      その他 20,502,518

  経常収益 8,134,443,112

        その他 637,614,042

    移転費用 60,154,418,868

      補助金等 34,999,577,030

      その他の業務費用 1,417,189,205

        支払利息 646,481,603

        徴収不能引当金繰入額 133,093,560

        維持補修費 927,776,263

        減価償却費 7,443,879,113

        その他 8,523,099

        その他 1,199,083,325

      物件費等 20,225,263,224

        物件費 11,845,084,749

        職員給与費 8,209,806,975

        賞与等引当金繰入額 724,063,605

        退職手当引当金繰入額 63,402,339

  経常費用 91,993,227,541

    業務費用 31,838,808,673

      人件費 10,196,356,244

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：連結会計 （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 167,680,223,229 270,859,080,235 -103,178,857,006 -

  純行政コスト（△） -83,818,842,885 -83,818,842,885 -

  財源 84,847,510,610 84,847,510,610 -

    税収等 53,108,365,302 53,108,365,302 -

    国県等補助金 31,739,145,308 31,739,145,308 -

  本年度差額 1,028,667,725 1,028,667,725 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,028,479,858 2,028,479,858

    有形固定資産等の増加 6,528,210,561 -6,528,210,561

    有形固定資産等の減少 -8,094,012,828 8,094,012,828

    貸付金・基金等の増加 3,859,012,342 -3,859,012,342

    貸付金・基金等の減少 -4,321,689,933 4,321,689,933

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 307,595,714 307,595,714

  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 -14,281,117 -47,872,024 33,590,907 -

  その他 838,635 - 838,635

  本年度純資産変動額 1,322,820,957 -1,768,756,168 3,091,577,125 -

本年度末純資産残高 169,003,044,186 269,090,324,067 -100,087,279,881 -

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 597,229,569

本年度歳計外現金増減額 28,967,859

本年度末歳計外現金残高 626,197,428

本年度末現金預金残高 7,676,979,435

財務活動収支 -3,069,199,417

本年度資金収支額 179,259,085

前年度末資金残高 6,874,001,745

比例連結割合変更に伴う差額 -2,478,823

本年度末資金残高 7,050,782,007

    地方債等償還支出 6,907,409,379

    その他の支出 494,270,253

  財務活動収入 4,332,480,215

    地方債等発行収入 4,332,480,215

    その他の収入 -

    資産売却収入 26,739,215

    その他の収入 133,410,875

投資活動収支 -3,156,287,551

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,401,679,632

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,453,855,322

    国県等補助金収入 1,124,796,621

    基金取崩収入 2,152,461,886

    貸付金元金回収収入 16,446,725

  投資活動支出 6,610,142,873

    公共施設等整備費支出 4,789,435,360

    基金積立金支出 1,810,563,373

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,144,140

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,332,087

  臨時収入 2,416,206,690

業務活動収支 6,404,746,053

【投資活動収支】

    税収等収入 51,706,047,968

    国県等補助金収入 28,371,992,069

    使用料及び手数料収入 5,296,670,540

    その他の収入 2,757,593,273

  臨時支出 4,332,087

    移転費用支出 60,078,934,763

      補助金等支出 34,921,565,996

      社会保障給付支出 25,134,339,320

      その他の支出 23,029,447

  業務収入 88,132,303,850

    業務費用支出 24,060,497,637

      人件費支出 10,091,388,246

      物件費等支出 12,750,352,598

      支払利息支出 646,481,603

      その他の支出 572,275,190

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 84,139,432,400


