
【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 255,044,305,958   固定負債 93,534,326,032

    有形固定資産 244,978,155,361     地方債等 61,276,407,782

      事業用資産 70,012,312,827     長期未払金 -

        土地 42,003,693,359     退職手当引当金 3,605,686,630

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 75,724,008,372     その他 28,652,231,620

        建物減価償却累計額 -49,515,778,133   流動負債 9,589,309,414

        工作物 1,991,194,924     １年内償還予定地方債等 6,356,098,392

        工作物減価償却累計額 -357,786,835     未払金 1,404,437,160

        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 584,864,583

        航空機 -     預り金 728,537,359

        航空機減価償却累計額 -     その他 515,371,920

        その他 - 負債合計 103,123,635,446

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 166,981,140   固定資産等形成分 260,047,739,696

      インフラ資産 167,812,421,742   余剰分（不足分） -94,698,112,996

        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 194,180,988,637

        工作物減価償却累計額 -79,737,201,312

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,110,542,030

      物品 16,141,481,639

      物品減価償却累計額 -8,988,060,847

    無形固定資産 4,595,818,922

      ソフトウェア 239,138,169

      その他 4,356,680,753

    投資その他の資産 5,470,331,675

      投資及び出資金 37,714,600

        有価証券 1,500,000

        出資金 36,214,600

        その他 -

      長期延滞債権 1,130,669,465

      長期貸付金 49,233,300

      基金 4,372,713,427

        減債基金 -

        その他 4,372,713,427

      その他 84,570

      徴収不能引当金 -120,083,687

  流動資産 13,428,956,188

    現金預金 7,026,497,940

    未収金 1,345,763,730

    短期貸付金 -

    基金 5,003,433,738

      財政調整基金 4,873,671,839

      減債基金 129,761,899

    棚卸資産 109,673,687

    その他 -

    徴収不能引当金 -56,412,907

  繰延資産 - 純資産合計 165,349,626,700

資産合計 268,473,262,146 負債及び純資産合計 268,473,262,146

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 25,446,288

    その他 20,027,596

純行政コスト 69,362,026,797

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,917,073

  臨時利益 45,473,884

  臨時損失 1,934,555

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 17,482

    使用料及び手数料 4,983,114,250

    その他 2,331,519,636

純経常行政コスト 69,405,566,126

      社会保障給付 9,749,483,780

      その他 17,761,172

  経常収益 7,314,633,886

        その他 592,028,872

    移転費用 50,522,373,943

      補助金等 40,755,128,991

      その他の業務費用 1,370,569,926

        支払利息 645,447,494

        徴収不能引当金繰入額 133,093,560

        維持補修費 510,437,430

        減価償却費 7,016,838,001

        その他 7,084,329

        その他 1,192,484,056

      物件費等 16,932,560,670

        物件費 9,398,200,910

        職員給与費 6,097,098,713

        賞与等引当金繰入額 578,088,583

        退職手当引当金繰入額 27,024,121

  経常費用 76,720,200,012

    業務費用 26,197,826,069

      人件費 7,894,695,473

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 163,448,709,724 261,378,086,632 -97,929,376,908 -

  純行政コスト（△） -69,362,026,797 -69,362,026,797 -

  財源 70,960,877,473 70,960,877,473 -

    税収等 44,267,349,069 44,267,349,069 -

    国県等補助金 26,693,528,404 26,693,528,404 -

  本年度差額 1,598,850,676 1,598,850,676 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,632,413,236 1,632,413,236

    有形固定資産等の増加 6,475,729,284 -6,475,729,284

    有形固定資産等の減少 -7,665,361,235 7,665,361,235

    貸付金・基金等の増加 3,559,162,398 -3,559,162,398

    貸付金・基金等の減少 -4,001,943,683 4,001,943,683

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 302,066,300 302,066,300

  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 1,900,916,976 -1,330,346,936 3,231,263,912 -

本年度末純資産残高 165,349,626,700 260,047,739,696 -94,698,112,996 -

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 589,513,434

本年度歳計外現金増減額 29,070,696

本年度末歳計外現金残高 618,584,130

本年度末現金預金残高 7,026,497,940

財務活動収支 -3,048,312,340

本年度資金収支額 283,194,289

前年度末資金残高 6,124,719,521

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,407,913,810

    地方債等償還支出 6,638,555,380

    その他の支出 473,203,960

  財務活動収入 4,063,447,000

    地方債等発行収入 4,063,447,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 26,286,268

    その他の収入 133,410,875

投資活動収支 -3,099,510,850

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,111,759,340

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,251,998,569

    国県等補助金収入 1,118,269,298

    基金取崩収入 1,957,585,403

    貸付金元金回収収入 16,446,725

  投資活動支出 6,351,509,419

    公共施設等整備費支出 4,743,797,140

    基金積立金支出 1,597,623,539

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,088,740

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,917,073

  臨時収入 2,416,206,690

業務活動収支 6,431,017,479

【投資活動収支】

    税収等収入 42,865,031,734

    国県等補助金収入 23,332,902,488

    使用料及び手数料収入 5,015,054,471

    その他の収入 2,220,910,276

  臨時支出 1,917,073

    移転費用支出 50,522,373,943

      補助金等支出 40,755,128,991

      社会保障給付支出 9,749,483,780

      その他の支出 17,761,172

  業務収入 73,433,898,969

    業務費用支出 18,894,797,164

      人件費支出 7,840,368,094

      物件費等支出 9,882,608,637

      支払利息支出 645,447,494

      その他の支出 526,372,939

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 69,417,171,107


