
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 61,412,544,960   固定負債 7,140,882,107

    有形固定資産 58,003,929,838     地方債 6,089,402,572

      事業用資産 14,119,430,005     長期未払金 -

        土地 623,014,780     退職手当引当金 1,026,039,690

        立木竹 6,421,981,300     損失補償等引当金 -

        建物 16,592,912,463     その他 25,439,845

        建物減価償却累計額 -9,841,096,511   流動負債 855,488,101

        工作物 311,269,270     １年内償還予定地方債 750,764,187

        工作物減価償却累計額 -18,815,697     未払金 -

        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 68,058,000

        航空機 -     預り金 11,499,739

        航空機減価償却累計額 -     その他 25,166,175

        その他 - 負債合計 7,996,370,208

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 30,164,400   固定資産等形成分 63,017,302,337

      インフラ資産 43,452,393,982   余剰分（不足分） -7,767,484,098

        土地 123,046,560

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 142,355,339,625

        工作物減価償却累計額 -99,025,992,203

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,427,067,423

      物品減価償却累計額 -994,961,572

    無形固定資産 15,903,160

      ソフトウェア 15,903,160

      その他 -

    投資その他の資産 3,392,711,962

      投資及び出資金 75,527,000

        有価証券 3,150,000

        出資金 72,377,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17,274,673

      長期貸付金 72,604,300

      基金 3,227,687,989

        減債基金 500,247,017

        その他 2,727,440,972

      その他 -

      徴収不能引当金 -382,000

  流動資産 1,833,643,487

    現金預金 147,025,086

    未収金 12,057,024

    短期貸付金 -

    基金 1,604,757,377

      財政調整基金 1,604,757,377

      減債基金 -

    棚卸資産 69,845,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -41,000 純資産合計 55,249,818,239

資産合計 63,246,188,447 負債及び純資産合計 63,246,188,447

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 8,265,537,414

    その他 -

  臨時利益 24,757,710

    資産売却益 24,757,710

    資産除売却損 3

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 8,290,295,121

  臨時損失 3

    災害復旧事業費 -

  経常収益 346,397,785

    使用料及び手数料 223,604,131

    その他 122,793,654

      社会保障給付 451,177,375

      他会計への繰出金 545,931,494

      その他 10,999,290

        その他 24,077,359

    移転費用 2,520,004,781

      補助金等 1,511,896,622

      その他の業務費用 59,586,196

        支払利息 35,390,837

        徴収不能引当金繰入額 118,000

        維持補修費 222,918,777

        減価償却費 3,454,075,158

        その他 2,921,180

        その他 258,849,305

      物件費等 4,925,002,833

        物件費 1,245,087,718

        職員給与費 793,080,101

        賞与等引当金繰入額 68,058,000

        退職手当引当金繰入額 12,111,690

  経常費用 8,636,692,906

    業務費用 6,116,688,125

      人件費 1,132,099,096

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 58,180,117,759 65,946,810,138 -7,766,692,379

  純行政コスト（△） -8,265,537,414 -8,265,537,414

  財源 5,335,237,888 5,335,237,888

    税収等 4,550,625,160 4,550,625,160

    国県等補助金 784,612,728 784,612,728

  本年度差額 -2,930,299,526 -2,930,299,526

  固定資産等の変動（内部変動） -2,929,507,807 2,929,507,807

    有形固定資産等の増加 415,393,130 -415,393,130

    有形固定資産等の減少 -3,454,075,158 3,454,075,158

    貸付金・基金等の増加 394,935,038 -394,935,038

    貸付金・基金等の減少 -285,760,817 285,760,817

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6 6

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,930,299,520 -2,929,507,801 -791,719

本年度末純資産残高 55,249,818,239 63,017,302,337 -7,767,484,098

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：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 15,037,741

本年度歳計外現金増減額 -3,538,002

本年度末歳計外現金残高 11,499,739

本年度末現金預金残高 147,025,086

    その他の収入 -

財務活動収支 -208,506,187

本年度資金収支額 -161,129,783

前年度末資金残高 296,655,130

本年度末資金残高 135,525,347

  財務活動支出 755,938,187

    地方債償還支出 750,764,187

    その他の支出 5,174,000

  財務活動収入 547,432,000

    地方債発行収入 547,432,000

    貸付金元金回収収入 111,278,600

    資産売却収入 24,757,717

    その他の収入 -

投資活動収支 -278,545,926

【財務活動収支】

    貸付金支出 106,080,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 507,533,317

    国県等補助金収入 198,958,000

    基金取崩収入 172,539,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 786,079,243

    公共施設等整備費支出 415,393,130

    基金積立金支出 262,606,113

    投資及び出資金支出 2,000,000

  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 325,922,330

  業務収入 5,480,996,171

    税収等収入 4,548,768,240

    国県等補助金収入 585,654,728

    使用料及び手数料収入 223,710,749

    その他の収入 122,862,454

    移転費用支出 2,520,004,781

      補助金等支出 1,511,896,622

      社会保障給付支出 451,177,375

      他会計への繰出支出 545,931,494

      その他の支出 10,999,290

    業務費用支出 2,635,069,060

      人件費支出 1,106,616,406

      物件費等支出 1,470,927,675

      支払利息支出 35,390,837

      その他の支出 22,134,142

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 5,155,073,841



【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 71,460,126,804   固定負債 12,775,022,079

    有形固定資産 67,949,770,288     地方債等 8,665,437,365

      事業用資産 16,654,320,435     長期未払金 -

        土地 635,479,354     退職手当引当金 1,248,364,383

        立木竹 6,421,981,300     損失補償等引当金 -

        建物 20,594,933,953     その他 2,861,220,331

        建物減価償却累計額 -11,358,956,975   流動負債 1,243,648,437

        工作物 372,998,270     １年内償還予定地方債等 991,378,676

        工作物減価償却累計額 -42,279,867     未払金 75,345,922

        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 132,664,250

        航空機 -     預り金 11,499,739

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,759,850

        その他 - 負債合計 14,018,670,516

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 30,164,400   固定資産等形成分 73,064,884,181

      インフラ資産 50,025,683,691   余剰分（不足分） -12,597,579,956

        土地 142,099,967   他団体出資等分 -

        建物 959,288,607

        建物減価償却累計額 -345,763,673

        工作物 156,016,854,911

        工作物減価償却累計額 -106,928,132,976

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 181,336,855

      物品 4,542,368,105

      物品減価償却累計額 -3,272,601,943

    無形固定資産 21,440,616

      ソフトウェア 21,440,616

      その他 -

    投資その他の資産 3,488,915,900

      投資及び出資金 75,527,000

        有価証券 3,150,000

        出資金 72,377,000

        その他 -

      長期延滞債権 35,413,918

      長期貸付金 72,604,300

      基金 3,304,692,682

        減債基金 500,247,017

        その他 2,804,445,665

      その他 1,060,000

      徴収不能引当金 -382,000

  流動資産 3,025,847,937

    現金預金 1,214,148,869

    未収金 128,253,606

    短期貸付金 -

    基金 1,604,757,377

      財政調整基金 1,604,757,377

      減債基金 -

    棚卸資産 78,729,085

    その他 -

    徴収不能引当金 -41,000

  繰延資産 - 純資産合計 60,467,304,225

資産合計 74,485,974,741 負債及び純資産合計 74,485,974,741

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）

    資産売却益 24,757,710

    その他 -

純行政コスト 10,378,516,887

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 24,757,710

  臨時損失 3

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3

    使用料及び手数料 1,195,926,743

    その他 177,045,560

純経常行政コスト 10,403,274,594

      社会保障給付 451,214,975

      その他 11,450,790

  経常収益 1,372,972,303

        その他 91,225,928

    移転費用 3,298,403,013

      補助金等 2,835,737,248

      その他の業務費用 170,934,818

        支払利息 79,590,890

        徴収不能引当金繰入額 118,000

        維持補修費 300,667,726

        減価償却費 4,035,400,182

        その他 4,144,823

        その他 718,793,236

      物件費等 6,089,642,834

        物件費 1,749,430,103

        職員給与費 1,337,191,145

        賞与等引当金繰入額 131,793,778

        退職手当引当金繰入額 29,488,073

  経常費用 11,776,246,897

    業務費用 8,477,843,884

      人件費 2,217,266,232

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



【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 63,675,990,806 76,254,038,345 -12,578,047,539 -

  純行政コスト（△） -10,378,516,887 -10,378,516,887 -

  財源 7,169,830,300 7,169,830,300 -

    税収等 5,321,623,981 5,321,623,981 -

    国県等補助金 1,848,206,319 1,848,206,319 -

  本年度差額 -3,208,686,587 -3,208,686,587 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,189,154,170 3,189,154,170

    有形固定資産等の増加 750,593,218 -750,593,218

    有形固定資産等の減少 -4,055,755,763 4,055,755,763

    貸付金・基金等の増加 415,953,422 -415,953,422

    貸付金・基金等の減少 -299,945,047 299,945,047

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6 6

  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 -3,208,686,581 -3,189,154,164 -19,532,417 -

本年度末純資産残高 60,467,304,225 73,064,884,181 -12,597,579,956 -

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）

前年度末歳計外現金残高 15,037,741

本年度歳計外現金増減額 -3,538,002

本年度末歳計外現金残高 11,499,739

本年度末現金預金残高 1,214,148,869

財務活動収支 -377,137,060

本年度資金収支額 -334,412,391

前年度末資金残高 1,537,061,521

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,202,649,130

    地方債等償還支出 991,695,060

    その他の支出 5,174,000

  財務活動収入 619,732,000

    地方債等発行収入 619,732,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 24,757,717

    その他の収入 96,302,481

投資活動収支 -490,368,273

【財務活動収支】

  財務活動支出 996,869,060

    その他の支出 -

  投資活動収入 657,975,059

    国県等補助金収入 239,092,261

    基金取崩収入 186,544,000

    貸付金元金回収収入 111,278,600

  投資活動支出 1,148,343,332

    公共施設等整備費支出 764,805,869

    基金積立金支出 280,057,463

    投資及び出資金支出 2,000,000

    貸付金支出 101,480,000

    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 533,092,942

【投資活動収支】

    税収等収入 5,158,357,783

    国県等補助金収入 1,649,248,319

    使用料及び手数料収入 1,216,590,143

    その他の収入 177,114,360

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,298,403,013

      補助金等支出 2,835,737,248

      社会保障給付支出 451,214,975

      その他の支出 11,450,790

  業務収入 8,201,310,605

    業務費用支出 4,369,814,650

      人件費支出 2,164,688,291

      物件費等支出 2,051,979,079

      支払利息支出 79,590,890

      その他の支出 73,556,390

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 7,668,217,663


