
【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 288,505,842,958   固定負債 51,463,555,850

    有形固定資産 268,901,013,062     地方債等 39,359,987,888

      事業用資産 90,351,560,620     長期未払金 -

        土地 48,930,981,294     退職手当引当金 6,855,173,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 127,945,356,540     その他 5,248,394,962

        建物減価償却累計額 -90,618,998,213   流動負債 9,212,154,887

        工作物 3,552,829,931     １年内償還予定地方債等 7,202,501,371

        工作物減価償却累計額 -2,153,102,333     未払金 642,066,841

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 70,287,104

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 517,226,058

        航空機 -     預り金 481,683,708

        航空機減価償却累計額 -     その他 298,389,805

        その他 629,167,326 負債合計 60,675,710,737

        その他減価償却累計額 -510,627,571 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,575,953,646   固定資産等形成分 300,614,928,689

      インフラ資産 176,008,996,640   余剰分（不足分） -50,924,081,001

        土地 47,009,889,275   他団体出資等分 -

        建物 2,197,900,365

        建物減価償却累計額 -1,275,621,415

        工作物 316,728,325,092

        工作物減価償却累計額 -190,173,713,229

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,522,216,552

      物品 9,108,146,984

      物品減価償却累計額 -6,567,691,182

    無形固定資産 212,245,599

      ソフトウェア 210,823,335

      その他 1,422,264

    投資その他の資産 19,392,584,297

      投資及び出資金 472,156,802

        有価証券 -

        出資金 472,156,802

        その他 -

      長期延滞債権 640,143,054

      長期貸付金 5,368,000

      基金 18,397,649,488

        減債基金 6,678,091,682

        その他 11,719,557,806

      その他 -

      徴収不能引当金 -122,733,047

  流動資産 21,860,715,467

    現金預金 8,650,347,469

    未収金 1,035,305,192

    短期貸付金 2,142,000

    基金 12,106,943,731

      財政調整基金 12,106,943,731

      減債基金 -

    棚卸資産 27,047,418

    その他 41,575,604

    徴収不能引当金 -2,645,947

  繰延資産 - 純資産合計 249,690,847,688

資産合計 310,366,558,425 負債及び純資産合計 310,366,558,425

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）

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

  経常費用 71,559,977,670

    業務費用 29,826,934,264

      人件費 8,535,323,128

        職員給与費 6,132,719,439

        賞与等引当金繰入額 515,697,058

        退職手当引当金繰入額 341,373,280

        その他 1,545,533,351

      物件費等 19,967,835,837

        物件費 8,588,675,110

        維持補修費 1,371,469,132

        減価償却費 10,007,691,595

        その他 -

      その他の業務費用 1,323,775,299

        支払利息 440,885,911

        徴収不能引当金繰入額 125,248,971

        その他 757,640,417

    移転費用 41,733,043,406

      補助金等 12,358,415,782

      社会保障給付 29,341,820,000

      その他 32,807,624

  経常収益 5,527,340,442

    使用料及び手数料 4,066,813,052

    その他 1,460,527,390

純経常行政コスト 66,032,637,228

  臨時損失 169,651,765

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 168,286,825

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,364,940

  臨時利益 56,011,967

    資産売却益 55,966,667

    その他 45,300

純行政コスト 66,146,277,026



【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 248,626,864,845 301,693,878,042 -53,067,013,197 -

  純行政コスト（△） -66,146,277,026 -66,146,277,026 -

  財源 67,398,607,959 67,398,607,959 -

    税収等 41,168,206,183 41,168,206,183 -

    国県等補助金 26,230,401,776 26,230,401,776 -

  本年度差額 1,252,330,933 1,252,330,933 -

  固定資産等の変動（内部変動） -890,601,263 890,601,263

    有形固定資産等の増加 9,839,634,809 -9,839,634,809

    有形固定資産等の減少 -10,318,842,435 10,318,842,435

    貸付金・基金等の増加 5,072,721,490 -5,072,721,490

    貸付金・基金等の減少 -5,484,115,127 5,484,115,127

  資産評価差額 -36,554,960 -36,554,960

  無償所管換等 -151,793,130 -151,793,130

  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 1,063,982,843 -1,078,949,353 2,142,932,196 -

本年度末純資産残高 249,690,847,688 300,614,928,689 -50,924,081,001 -

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）

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 61,225,870,386

    業務費用支出 19,492,826,980

      人件費支出 8,611,501,439

      物件費等支出 9,796,755,461

      支払利息支出 440,885,911

      その他の支出 643,684,169

    移転費用支出 41,733,043,406

      補助金等支出 12,358,415,782

      社会保障給付支出 29,341,820,000

      その他の支出 32,807,624

  業務収入 70,145,139,067

    税収等収入 40,877,242,233

    国県等補助金収入 24,035,847,409

    使用料及び手数料収入 3,776,949,297

    その他の収入 1,455,100,128

  臨時支出 1,364,940

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,364,940

  臨時収入 45,300

業務活動収支 8,917,949,041

【投資活動収支】

  投資活動支出 14,020,424,554

    公共施設等整備費支出 9,465,113,071

    基金積立金支出 4,215,311,483

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 340,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 7,334,060,284

    国県等補助金収入 2,194,554,367

    基金取崩収入 4,546,969,000

    貸付金元金回収収入 342,142,000

    資産売却収入 112,768,630

    その他の収入 137,626,287

投資活動収支 -6,686,364,270

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,520,575,427

    地方債等償還支出 5,369,489,125

    その他の支出 151,086,302

  財務活動収入 3,935,100,000

    地方債等発行収入 3,935,100,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 487,360,003

本年度歳計外現金増減額 -5,676,295

本年度末歳計外現金残高 481,683,708

本年度末現金預金残高 8,650,347,469

財務活動収支 -1,585,475,427

本年度資金収支額 646,109,344

前年度末資金残高 7,522,554,417

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,168,663,761


