
【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 288,729,560,294   固定負債 51,560,129,572

    有形固定資産 268,908,714,056     地方債等 39,359,987,888

      事業用資産 90,352,245,498     長期未払金 -

        土地 48,930,981,294     退職手当引当金 6,951,746,722

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 127,948,485,342     その他 5,248,394,962

        建物減価償却累計額 -90,621,575,689   流動負債 11,002,294,473

        工作物 3,553,163,810     １年内償還予定地方債等 8,659,501,371

        工作物減価償却累計額 -2,153,302,660     未払金 936,610,766

        船舶 -     未払費用 26,736,632

        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 518,859,795

        航空機 -     預り金 487,255,000

        航空機減価償却累計額 -     その他 303,043,805

        その他 629,167,326 負債合計 62,562,424,045

        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 300,842,310,479

      インフラ資産 176,008,996,640   余剰分（不足分） -49,971,114,219

        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 9,162,170,133

      物品減価償却累計額 -6,614,698,215

    無形固定資産 212,377,645

      ソフトウェア 210,951,381

      その他 1,426,264

    投資その他の資産 19,608,468,593

      投資及び出資金 452,156,802

        有価証券 -

        出資金 452,156,802

        その他 -

      長期延滞債権 640,703,876

      長期貸付金 5,368,000

      基金 18,461,670,976

        減債基金 6,678,091,682

        その他 11,783,579,294

      その他 171,336,431

      徴収不能引当金 -122,767,492

  流動資産 24,704,060,011

    現金預金 9,366,670,974

    未収金 1,079,202,225

    短期貸付金 2,142,000

    基金 12,110,608,185

      財政調整基金 12,110,608,185

      減債基金 -

    棚卸資産 2,106,055,545

    その他 42,035,505

    徴収不能引当金 -2,654,423

  繰延資産 - 純資産合計 250,871,196,260

資産合計 313,433,620,305 負債及び純資産合計 313,433,620,305

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）

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 86,289,053,189

    業務費用 31,850,853,177

      人件費 9,187,083,229

        職員給与費 6,578,171,399

        賞与等引当金繰入額 520,612,526

        退職手当引当金繰入額 341,573,539

        その他 1,746,725,765

      物件費等 21,008,876,611

        物件費 9,147,939,740

        維持補修費 1,392,384,906

        減価償却費 10,013,266,402

        その他 455,285,563

      その他の業務費用 1,654,893,337

        支払利息 440,885,911

        徴収不能引当金繰入額 125,281,987

        その他 1,088,725,439

    移転費用 54,438,200,012

      補助金等 9,232,188,345

      社会保障給付 45,151,065,914

      その他 54,945,753

  経常収益 7,104,163,758

    使用料及び手数料 4,067,792,935

    その他 3,036,370,823

純経常行政コスト 79,184,889,431

  臨時損失 184,884,965

    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 16,598,140

  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 79,313,762,429



【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 249,932,785,737 301,907,832,645 -51,975,046,908 -

  純行政コスト（△） -79,313,762,429 -79,313,762,429 -

  財源 80,429,079,216 80,429,079,216 -

    税収等 47,475,448,416 47,475,448,416 -

    国県等補助金 32,953,630,800 32,953,630,800 -

  本年度差額 1,115,316,787 1,115,316,787 -

  固定資産等の変動（内部変動） -878,711,640 878,711,640

    有形固定資産等の増加 9,843,793,188 -9,843,793,188

    有形固定資産等の減少 -10,324,417,242 10,324,417,242

    貸付金・基金等の増加 5,095,842,000 -5,095,842,000

    貸付金・基金等の減少 -5,493,929,586 5,493,929,586

  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 10,261,261 356,999 9,904,262 -

  その他 1,180,565 1,180,565 -

  本年度純資産変動額 938,410,523 -1,065,522,166 2,003,932,689 -

本年度末純資産残高 250,871,196,260 300,842,310,479 -49,971,114,219 -

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）

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 77,134,524,482

    業務費用支出 22,697,214,750

      人件費支出 9,254,901,442

      物件費等支出 12,030,124,628

      支払利息支出 440,885,911

      その他の支出 971,302,769

    移転費用支出 54,437,309,732

      補助金等支出 9,232,188,345

      社会保障給付支出 45,151,065,914

      その他の支出 54,055,473

  業務収入 84,755,880,916

    税収等収入 47,184,484,466

    国県等補助金収入 30,759,076,433

    使用料及び手数料収入 3,777,929,180

    その他の収入 3,034,390,837

  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 7,620,036,794

【投資活動収支】

  投資活動支出 14,039,339,549

    公共施設等整備費支出 9,469,308,230

    基金積立金支出 4,227,429,410

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 340,000,000

    その他の支出 2,601,909

  投資活動収入 7,335,027,517

    国県等補助金収入 2,194,554,367

    基金取崩収入 4,547,936,233

    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 -6,704,312,032

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,451,775,427

    地方債等償還支出 7,300,689,125

    その他の支出 151,086,302

  財務活動収入 6,843,300,000

    地方債等発行収入 6,843,300,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 487,366,854

本年度歳計外現金増減額 -5,675,930

本年度末歳計外現金残高 481,690,924

本年度末現金預金残高 9,366,670,974

財務活動収支 -608,475,427

本年度資金収支額 307,249,335

前年度末資金残高 8,567,815,490

比例連結割合変更に伴う差額 9,915,225

本年度末資金残高 8,884,980,050


