
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 47,781,782,741 固定負債 18,039,707,767

有形固定資産 41,160,643,485 地方債等 15,522,152,788

事業用資産 12,275,373,280 長期未払金 -

土地 5,908,446,725 退職手当引当金 1,972,767,757

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 15,627,873,569 その他 544,787,222

建物減価償却累計額 △9,981,185,664 流動負債 1,982,086,799

工作物 2,273,121,449 1年内償還予定地方債等 1,488,640,877

工作物減価償却累計額 △1,589,848,799 未払金 182,051,112

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 149,744,132

航空機 - 預り金 156,995,511

航空機減価償却累計額 - その他 4,655,167

その他 - 20,021,794,566

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 36,966,000 固定資産等形成分 49,482,035,501

インフラ資産 28,269,071,754 余剰分（不足分） △17,749,108,324

土地 358,675,812 他団体出資等分 23,561,675

建物 3,379,540,859

建物減価償却累計額 △1,603,995,886

工作物 89,979,605,565

工作物減価償却累計額 △63,892,247,325

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 47,492,729

物品 4,313,207,165

物品減価償却累計額 △3,697,008,714

無形固定資産 14,303,864

ソフトウェア 13,572,582

その他 731,282

投資その他の資産 6,606,835,392

投資及び出資金 284,639,960

有価証券 -

出資金 284,639,960

その他 -

長期延滞債権 86,904,384

長期貸付金 5,410,854

基金 6,232,082,103

減債基金 483,647,376

その他 5,748,434,727

その他 1,699,615

徴収不能引当金 △3,901,524

流動資産 3,996,500,677

現金預金 2,039,543,310

未収金 238,522,704

短期貸付金 -

基金 1,700,252,760

財政調整基金 1,700,252,760

減債基金 -

棚卸資産 20,237,050

その他 -

徴収不能引当金 △2,055,147

繰延資産 - 31,756,488,852

51,778,283,418 51,778,283,418

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 15,290,766,073

業務費用 8,715,285,805

人件費 2,154,424,082

職員給与費 1,846,940,327

賞与等引当金繰入額 143,546,132

退職手当引当金繰入額 4,132,000

その他 159,805,623

物件費等 6,253,777,031

物件費 3,856,941,741

維持補修費 23,325,111

減価償却費 2,363,215,496

その他 10,294,683

その他の業務費用 307,084,692

支払利息 180,841,358

徴収不能引当金繰入額 1,321,821

その他 124,921,513

移転費用 6,575,480,268

補助金等 4,113,699,188

社会保障給付 2,390,579,271

その他 71,201,809

経常収益 2,513,505,924

使用料及び手数料 1,798,111,459

その他 715,394,465

純経常行政コスト 12,777,260,149

臨時損失 222,379,611

災害復旧事業費 221,148,901

資産除売却損 1,140,233

損失補償等引当金繰入額 -

その他 90,477

臨時利益 1,406,938

資産売却益 -

その他 1,406,938

純行政コスト 12,998,232,822

【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 32,776,814,801 51,207,869,835 △18,451,714,984 20,659,950

純行政コスト（△） △12,998,232,822 △13,000,365,215 2,132,393

財源 12,147,250,586 12,147,250,586 -

税収等 7,716,332,411 7,716,332,411 -

国県等補助金 4,430,918,175 4,430,918,175 -

本年度差額 △850,982,236 △853,114,629 2,132,393

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 △475,200

無償所管換等 △15,837,187

他団体出資等分の増加 769,332 769,332

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △152,820,821

その他 △979,837

本年度純資産変動額 △1,020,325,949 △1,725,834,334 702,606,660 2,901,725

本年度末純資産残高 31,756,488,852 49,482,035,501 △17,749,108,324 23,561,675

【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


