
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 31,880,201,746 固定負債 12,723,010,519

有形固定資産 28,464,166,350 地方債等 10,207,797,568

事業用資産 15,150,912,780 長期未払金 -

土地 5,063,828,293 退職手当引当金 1,466,997,317

立木竹 16,665,800 損失補償等引当金 -

建物 26,264,576,612 その他 1,048,215,634

建物減価償却累計額 △16,930,480,303 流動負債 1,645,664,030

工作物 1,994,454,207 1年内償還予定地方債等 1,100,315,940

工作物減価償却累計額 △1,576,187,888 未払金 255,671,661

船舶 - 未払費用 -

船舶減価償却累計額 - 前受金 132,129

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 113,584,064

航空機 - 預り金 21,759,859

航空機減価償却累計額 - その他 154,200,378

その他 - 14,368,674,550

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 318,056,060 固定資産等形成分 32,971,616,026

インフラ資産 12,037,784,286 余剰分（不足分） △11,774,668,187

土地 324,632,745 他団体出資等分 -

建物 3,055,591,273

建物減価償却累計額 △1,409,812,651

工作物 29,032,543,391

工作物減価償却累計額 △18,973,629,597

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 8,459,125

物品 5,009,746,475

物品減価償却累計額 △3,734,277,191

無形固定資産 6,452,347

ソフトウェア 3,667,898

その他 2,784,449

投資その他の資産 3,409,583,048

投資及び出資金 186,235,400

有価証券 -

出資金 186,235,400

その他 -

長期延滞債権 164,838,439

長期貸付金 28,450,362

基金 3,038,482,062

減債基金 431,573,430

その他 2,606,908,632

その他 75,852

徴収不能引当金 △8,499,067

流動資産 3,685,420,643

現金預金 1,380,929,421

未収金 306,030,503

短期貸付金 6,412,147

基金 1,085,002,133

財政調整基金 1,084,948,435

減債基金 53,698

棚卸資産 910,814,616

その他 -

徴収不能引当金 △3,768,177
繰延資産 - 21,196,947,839

35,565,622,389 35,565,622,389

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 13,576,791,848

業務費用 6,637,285,834

人件費 1,892,381,883

職員給与費 1,586,458,585

賞与等引当金繰入額 105,876,395

退職手当引当金繰入額 16,356,000

その他 183,690,903

物件費等 4,456,632,165

物件費 2,495,109,205

維持補修費 223,489,352

減価償却費 1,725,841,160

その他 12,192,448

その他の業務費用 288,271,787

支払利息 117,729,879

徴収不能引当金繰入額 8,755,279

その他 161,786,629

移転費用 6,939,506,013

補助金等 3,705,965,582

社会保障給付 3,226,223,604

その他 7,316,827

経常収益 2,546,246,940

使用料及び手数料 2,042,691,753

その他 503,555,187

純経常行政コスト 11,030,544,908

臨時損失 130,071,340

災害復旧事業費 76,164,622

資産除売却損 53,796,671

損失補償等引当金繰入額 -

その他 110,047

臨時利益 37,382,927

資産売却益 37,264,036

その他 118,891

純行政コスト 11,123,233,321

【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 21,543,926,318 33,758,085,677 △12,214,159,359 -

純行政コスト（△） △11,123,233,321 △11,123,233,321 -

財源 10,758,665,656 10,758,665,656 -

税収等 6,503,359,269 6,503,359,269 -

国県等補助金 4,255,306,387 4,255,306,387 -

本年度差額 △364,567,665 △364,567,665 -

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 △172,800

無償所管換等 463,360

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 △3,448,078

その他 20,680,284

本年度純資産変動額 △346,978,479 △786,469,651 439,491,172 -

本年度末純資産残高 21,196,947,839 32,971,616,026 △11,774,668,187 -

【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


