
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 14,639,887,673 固定負債 7,253,812,276

有形固定資産 11,972,615,422 地方債等 5,346,769,643
事業用資産 5,666,381,865 長期未払金 -

土地 1,712,329,394 退職手当引当金 35,291,344
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 9,524,928,688 その他 1,871,751,289
建物減価償却累計額 △ 6,076,122,132 流動負債 790,051,005
工作物 1,393,638,688 1年内償還予定地方債等 564,578,374
工作物減価償却累計額 △ 926,638,930 未払金 10,311,938
船舶 - 未払費用 1,134,441
船舶減価償却累計額 - 前受金 17,808
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 57,661,263
航空機 - 預り金 156,347,181
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 8,043,863,281
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 38,246,157 固定資産等形成分 15,393,209,921

インフラ資産 6,015,876,161 余剰分（不足分） △ 6,939,929,430
土地 2,477,150,511 他団体出資等分 1,369,295
建物 2,905,068,842
建物減価償却累計額 △ 1,850,323,130
工作物 15,302,261,067
工作物減価償却累計額 △ 13,014,047,428
その他 612,248,558
その他減価償却累計額 △ 455,491,579
建設仮勘定 39,009,320

物品 1,658,367,821
物品減価償却累計額 △ 1,368,010,425

無形固定資産 958,067,647
ソフトウェア 634,937
その他 957,432,710

投資その他の資産 1,709,204,604
投資及び出資金 12,968,182

有価証券 643,882
出資金 12,324,300
その他 -

長期延滞債権 216,457,232
長期貸付金 -
基金 1,492,995,316

減債基金 59,150,501
その他 1,433,844,815

その他 1,023,000
徴収不能引当金 △ 14,239,126

流動資産 1,858,625,394
現金預金 962,439,282
未収金 116,063,578
短期貸付金 0
基金 753,322,248

財政調整基金 753,322,248
減債基金 -

棚卸資産 28,527,430
その他 3,850
徴収不能引当金 △ 1,730,994

繰延資産 - 8,454,649,786
16,498,513,067 16,498,513,067

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

経常費用 5,993,674,394
業務費用 3,365,640,510

人件費 817,787,894
職員給与費 574,907,907
賞与等引当金繰入額 56,743,406
退職手当引当金繰入額 -
その他 186,136,581

物件費等 2,383,728,240
物件費 1,541,790,548
維持補修費 267,330,069
減価償却費 574,246,160
その他 361,463

その他の業務費用 164,124,376
支払利息 81,926,979
徴収不能引当金繰入額 4,959,585
その他 77,237,812

移転費用 2,628,033,884
補助金等 2,336,501,011
社会保障給付 286,162,712
他会計への繰出金 0
その他 5,370,161

経常収益 584,855,656
使用料及び手数料 399,903,533
その他 184,952,123

純経常行政コスト 5,408,818,738
臨時損失 178,098

災害復旧事業費 -
資産除売却損 178,098
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 9,242,910
資産売却益 958,247
その他 8,284,663

純行政コスト 5,399,753,926

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 8,182,762,801 15,753,721,998 △ 7,570,959,197 -

純行政コスト（△） △ 5,403,106,662 △ 5,403,106,662 0

財源 5,674,992,937 5,674,992,937 -

税収等 3,109,955,786 3,109,955,786 -

国県等補助金 2,565,037,151 2,565,037,151 -

本年度差額 271,886,275 271,886,275 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 359,651,077 359,651,077

有形固定資産等の増加 336,216,136 △ 336,216,136

有形固定資産等の減少 △ 578,821,009 578,821,009

貸付金・基金等の増加 141,863,057 △ 141,863,057

貸付金・基金等の減少 △ 258,909,261 258,909,261

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

他団体出資等分の増加 1,369,295 1,369,295

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 1,368,585 △ 861,000 △ 507,585

本年度純資産変動額 271,886,985 △ 360,512,077 631,029,767 1,369,295

本年度末純資産残高 8,454,649,786 15,393,209,921 △ 6,939,929,430 1,369,295

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 5,404,240,736

業務費用支出 2,776,206,852
人件費支出 808,020,387
物件費等支出 1,810,460,345
支払利息支出 81,926,979
その他の支出 75,799,141

移転費用支出 2,628,033,884
補助金等支出 2,336,501,011
社会保障給付支出 286,162,712
他会計への繰出支出 0
その他の支出 5,370,161

業務収入 6,074,645,916
税収等収入 3,076,412,937
国県等補助金収入 2,415,647,726
使用料及び手数料収入 399,871,734
その他の収入 182,713,519

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 8,284,663
業務活動収支 678,689,843
【投資活動収支】

投資活動支出 442,251,113
公共施設等整備費支出 333,998,227
基金積立金支出 105,252,886
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 300,427,385
国県等補助金収入 96,301,113
基金取崩収入 199,939,863
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 1,186,409
その他の収入 -

投資活動収支 △ 141,823,728
【財務活動収支】

財務活動支出 627,143,762
地方債等償還支出 627,143,762
その他の支出 -

財務活動収入 142,015,400
地方債等発行収入 142,014,690
その他の収入 710

財務活動収支 △ 485,128,362
51,737,753

758,242,783
809,980,536

前年度末歳計外現金残高 151,526,038
本年度歳計外現金増減額 932,708
本年度末歳計外現金残高 152,458,746
本年度末現金預金残高 962,439,282

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


