
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目科目科目科目 金額金額金額金額 科目科目科目科目 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 81,749,472,895   固定負債 31,012,858,738

    有形固定資産 76,539,059,927     地方債等 20,234,275,385

      事業用資産 24,360,984,727     長期未払金 -

        土地 5,205,027,494     退職手当引当金 1,259,881,682

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,320,216,116     その他 9,518,701,671

        建物減価償却累計額 -14,721,616,008   流動負債 2,347,374,389

        工作物 18,064,601,028     １年内償還予定地方債等 1,917,803,163

        工作物減価償却累計額 -12,969,788,637     未払金 177,861,087

        船舶 -     未払費用 46,853

        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 130,408,482

        航空機 -     預り金 108,819,531

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,435,273

        その他 - 負債合計 33,360,233,127

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 462,544,734   固定資産等形成分 85,930,217,589

      インフラ資産 51,352,316,906   余剰分（不足分） -29,166,290,611

        土地 9,873,906,970   他団体出資等分 -

        建物 2,087,034,572

        建物減価償却累計額 -795,988,349

        工作物 69,742,492,192

        工作物減価償却累計額 -29,687,378,525

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 132,250,046

      物品 3,032,244,193

      物品減価償却累計額 -2,206,485,899

    無形固定資産 526,000,564

      ソフトウェア 1,448,039

      その他 524,552,525

    投資その他の資産 4,684,412,404

      投資及び出資金 123,541,168

        有価証券 -

        出資金 123,541,168

        その他 -

      長期延滞債権 369,049,713

      長期貸付金 -

      基金 3,721,737,311

        減債基金 1,362,387,957

        その他 2,359,349,354

      その他 494,876,512

      徴収不能引当金 -24,792,300

  流動資産 8,374,687,210

    現金預金 3,996,536,524

    未収金 193,176,712

    短期貸付金 -

    基金 4,180,744,694

      財政調整基金 4,180,744,694

      減債基金 -

    棚卸資産 1,293,515

    その他 11,700,000

    徴収不能引当金 -8,764,235

  繰延資産 - 純資産合計 56,763,926,978

資産合計 90,124,160,105 負債及び純資産合計 90,124,160,105

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）

    資産売却益 5,795,778

    その他 51,455,592

純行政コスト 20,273,831,669

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 14,756,948

  臨時利益 57,251,370

  臨時損失 37,797,326

    災害復旧事業費 22,156,379

    資産除売却損 883,999

    使用料及び手数料 1,323,917,055

    その他 301,418,668

純経常行政コスト 20,293,285,713

      社会保障給付 1,405,092,132

      その他 158,761,682

  経常収益 1,625,335,723

        その他 191,388,964

    移転費用 10,440,496,740

      補助金等 8,876,642,926

      その他の業務費用 449,195,552

        支払利息 232,287,439

        徴収不能引当金繰入額 25,519,149

        維持補修費 486,920,093

        減価償却費 3,043,560,530

        その他 -

        その他 424,503,894

      物件費等 8,955,788,581

        物件費 5,425,307,958

        職員給与費 1,520,052,682

        賞与等引当金繰入額 128,382,487

        退職手当引当金繰入額 201,500

  経常費用 21,918,621,436

    業務費用 11,478,124,696

      人件費 2,073,140,563

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

科目科目科目科目 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目科目科目科目 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 57,027,577,257 87,282,287,339 -30,254,710,082 -

  純行政コスト（△） -20,273,831,669 -20,273,831,669 -

  財源 19,977,052,551 19,977,052,551 -

    税収等 13,770,138,795 13,770,138,795 -

    国県等補助金 6,206,913,756 6,206,913,756 -

  本年度差額 -296,779,118 -296,779,118 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,384,389,723 1,384,389,723

    有形固定資産等の増加 1,620,939,503 -1,620,939,503

    有形固定資産等の減少 -3,210,281,813 3,210,281,813

    貸付金・基金等の増加 1,014,859,581 -1,014,859,581

    貸付金・基金等の減少 -809,906,994 809,906,994

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 25,756,060 25,756,060

  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 7,372,779 6,563,913 808,866

  本年度純資産変動額 -263,650,279 -1,352,069,750 1,088,419,471 -

本年度末純資産残高 56,763,926,978 85,930,217,589 -29,166,290,611 -

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）

前年度末歳計外現金残高 108,024,683

本年度歳計外現金増減額 742,164

本年度末歳計外現金残高 108,766,847

本年度末現金預金残高 3,996,536,524

財務活動収支 -509,900,430

本年度資金収支額 489,062,155

前年度末資金残高 3,394,769,080

比例連結割合変更に伴う差額 3,938,442

本年度末資金残高 3,887,769,677

    地方債等償還支出 1,825,930,260

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,316,029,830

    地方債等発行収入 1,316,029,830

    その他の収入 -

    資産売却収入 7,662,579

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,349,650,588

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,825,930,260

    その他の支出 -

  投資活動収入 600,453,342

    国県等補助金収入 554,873,100

    基金取崩収入 37,697,663

    貸付金元金回収収入 220,000

  投資活動支出 1,950,103,930

    公共施設等整備費支出 1,608,981,241

    基金積立金支出 341,046,393

    投資及び出資金支出 76,296

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 22,156,379

    その他の支出 1,877,563

  臨時収入 6,790,000

業務活動収支 2,348,613,173

【投資活動収支】

    税収等収入 13,340,197,751

    国県等補助金収入 6,126,560,756

    使用料及び手数料収入 1,348,139,933

    その他の収入 268,352,373

  臨時支出 24,033,942

    移転費用支出 10,440,952,661

      補助金等支出 8,877,098,847

      社会保障給付支出 1,405,092,132

      その他の支出 158,761,682

  業務収入 21,083,250,813

    業務費用支出 8,276,441,037

      人件費支出 2,070,444,511

      物件費等支出 5,795,395,868

      支払利息支出 232,292,299

      その他の支出 178,308,359

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

科目科目科目科目 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 18,717,393,698


