
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 1,032,400,872,811 固定負債 233,992,391,960

有形固定資産 1,006,257,152,353 地方債等 203,907,354,970
事業用資産 438,551,525,577 長期未払金 5,470,416,348

土地 281,811,222,015 退職手当引当金 22,057,425,381
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 221,208,940
立木竹 0 その他 2,335,986,321
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 35,821,100,317
建物 408,639,254,018 1年内償還予定地方債等 20,308,758,135
建物減価償却累計額 △ 266,606,600,444 未払金 7,794,364,914
建物減損損失累計額 0 未払費用 87,790,879
工作物 24,051,420,569 前受金 260,322,955
工作物減価償却累計額 △ 20,404,128,768 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 2,771,021,369
船舶 0 預り金 3,547,282,394
船舶減価償却累計額 0 その他 1,051,559,671
船舶減損損失累計額 0 269,813,492,277
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 1,053,495,841,192
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 241,987,525,433
航空機 0 他団体出資等分 534,276,621
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 45,234,968,372
その他減価償却累計額 △ 37,129,326,000
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 2,954,715,815

インフラ資産 534,152,898,036
土地 279,638,377,407
土地減損損失累計額 △ 223,724,431
建物 16,540,078,746
建物減価償却累計額 △ 8,153,502,148
建物減損損失累計額 △ 66,028,802
工作物 466,408,207,451
工作物減価償却累計額 △ 227,810,892,863
工作物減損損失累計額 △ 865,339,527
その他 1,555,092,180
その他減価償却累計額 △ 1,065,981,728
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 8,196,611,751

物品 87,140,689,711
物品減価償却累計額 △ 53,435,444,192
物品減損損失累計額 △ 152,516,779

無形固定資産 7,908,478,166
ソフトウェア 837,103,757
その他 7,071,374,409

投資その他の資産 18,235,242,292
投資及び出資金 546,039,234

有価証券 0
出資金 546,039,234
その他 0

長期延滞債権 4,581,739,007
長期貸付金 △ 4,694,289,607
基金 15,877,557,295

減債基金 0
その他 15,877,557,295

その他 2,619,424,710
徴収不能引当金 △ 695,228,347

流動資産 49,455,211,846
現金預金 23,779,489,881
未収金 4,472,190,420
短期貸付金 32,654,169
基金 21,062,314,212

財政調整基金 17,558,380,511
減債基金 3,503,933,701

棚卸資産 116,307,828
その他 125,515,188
徴収不能引当金 △ 133,259,852

繰延資産 0 812,042,592,380

1,081,856,084,657 1,081,856,084,657

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

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
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（単位：円）

経常費用 317,974,922,446
業務費用 117,678,193,219

人件費 43,095,626,295
職員給与費 30,815,241,704
賞与等引当金繰入額 3,191,407,868
退職手当引当金繰入額 330,503,608
その他 8,758,473,115

物件費等 62,608,540,334
物件費 26,486,449,857
維持補修費 4,949,285,625
減価償却費 23,820,490,581
その他 7,352,314,271

その他の業務費用 11,974,026,590
支払利息 2,720,057,147
徴収不能引当金繰入額 469,017,986
その他 8,784,951,457

移転費用 200,296,729,227
補助金等 160,486,446,785
社会保障給付 39,661,284,130
他会計への繰出金 0
その他 148,998,312

経常収益 37,082,098,813
使用料及び手数料 24,869,670,042
その他 12,212,428,771

純経常行政コスト 280,892,823,633
臨時損失 2,230,915,954

災害復旧事業費 14,126,380
資産除売却損 811,718,419
損失補償等引当金繰入額 194,189,580
その他 1,210,881,575

臨時利益 791,079,038
資産売却益 370,371,030
その他 420,708,008

純行政コスト 282,332,660,549

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
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（単位：円）

前年度末純資産残高 808,055,668,086 1,067,428,533,896 △ 259,885,567,327 512,701,517

純行政コスト（△） △ 282,332,660,549 △ 282,359,049,302 26,388,753

財源 284,574,637,805 284,574,637,805 0

税収等 171,024,006,685 171,024,006,685 0

国県等補助金 113,550,631,120 113,550,631,120 0

本年度差額 2,241,977,256 2,215,588,503 26,388,753

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 0

無償所管換等 1,752,524,647

他団体出資等分の増加 42,713,601

他団体出資等分の減少 0

比例連結割合変更に伴う差額 0

その他 △ 50,291,210

本年度純資産変動額 3,986,924,294 △ 13,932,692,704 17,898,041,894 21,575,104

本年度末純資産残高 812,042,592,380 1,053,495,841,192 △ 241,987,525,433 534,276,621

※ 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
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（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
他会計への繰出支出
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
1,712,172,473

19,610,105,449
0

21,322,277,922

前年度末歳計外現金残高 2,421,402,788
本年度歳計外現金増減額 35,809,171
本年度末歳計外現金残高 2,457,211,959
本年度末現金預金残高 23,779,489,881

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
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
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