
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 13,858,620,939 固定負債 6,479,007,406

有形固定資産 13,280,375,425 地方債等 4,928,737,498

事業用資産 4,443,527,677 長期未払金 2,770,435

土地 2,224,005,318 退職手当引当金 1,009,934,046

立木竹 76,629,189 損失補償等引当金 -

建物 9,341,812,165 その他 537,565,427

建物減価償却累計額 △7,430,689,737 流動負債 555,495,173

工作物 511,728,463 1年内償還予定地方債等 456,796,150

工作物減価償却累計額 △279,957,721 未払金 5,732,266

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 70,213,848

航空機 - 預り金 5,912,439

航空機減価償却累計額 - その他 16,840,470

その他 - 7,034,502,579

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 - 固定資産等形成分 14,563,196,847

インフラ資産 8,690,775,552 余剰分（不足分） △6,545,302,236

土地 354,703,722 他団体出資等分 -

建物 115,840,632

建物減価償却累計額 △77,706,641

工作物 21,406,591,098

工作物減価償却累計額 △13,168,690,559

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 60,037,300

物品 590,825,299

物品減価償却累計額 △444,753,103

無形固定資産 2,025,229

ソフトウェア 2,025,229

その他 -

投資その他の資産 576,220,285

投資及び出資金 30,362,000

有価証券 27,500,000

出資金 2,862,000

その他 -

長期延滞債権 152,988,237

長期貸付金 4,504,130

基金 393,810,167

減債基金 10,205,466

その他 383,604,701

その他 -

徴収不能引当金 △5,444,249

流動資産 1,193,776,251

現金預金 440,550,845

未収金 53,678,452

短期貸付金 1,191,504

基金 703,384,404

財政調整基金 703,384,404

減債基金 -

棚卸資産 7,591,928

その他 -

徴収不能引当金 △12,620,882
繰延資産 - 8,017,894,611

15,052,397,190 15,052,397,190

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和２年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 6,079,115,519

業務費用 2,556,731,084

人件費 854,981,192

職員給与費 738,803,154

賞与等引当金繰入額 70,213,848

退職手当引当金繰入額 5,352,932

その他 40,611,258

物件費等 1,606,431,005

物件費 900,932,180

維持補修費 94,579,139

減価償却費 610,915,525

その他 4,161

その他の業務費用 95,318,887

支払利息 63,459,149

徴収不能引当金繰入額 2,565,054

その他 29,294,684

移転費用 3,522,384,435

補助金等 1,740,345,262

社会保障給付 1,771,687,084

その他 10,352,089

経常収益 301,722,397

使用料及び手数料 234,424,493

その他 67,297,904

純経常行政コスト 5,777,393,122

臨時損失 90,403,786

災害復旧事業費 -

資産除売却損 90,399,326

損失補償等引当金繰入額 -

その他 4,460

臨時利益 564,029

資産売却益 564,029

その他 -

純行政コスト 5,867,232,879

【様式第２号】

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



（単位：円）

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 8,224,103,630 14,700,735,167 △6,476,631,537 -

純行政コスト（△） △5,867,232,879 △5,867,232,879 -

財源 5,665,257,654 5,665,257,654 -

税収等 3,645,696,442 3,645,696,442 -

国県等補助金 2,019,561,212 2,019,561,212 -

本年度差額 △201,975,225 △201,975,225 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 △880,000

無償所管換等 △4,076,180

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 705,130

その他 17,256

本年度純資産変動額 △206,209,019 △137,538,320 △68,670,699 -

本年度末純資産残高 8,017,894,611 14,563,196,847 △6,545,302,236 -

【様式第３号】

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

科目 合計

省 略



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 -
業務費用支出 -
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出 -
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入 -
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出 -
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支 -
【投資活動収支】
投資活動支出 -
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入 -
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支 -
【財務活動収支】
財務活動支出 -
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入 -
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支 -
-

-

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 -

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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 金額


