
*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,846,302 ※ 固定負債 2,023,337

有形固定資産 2,209,218 ※ 地方債等 1,549,643
事業用資産 513,162 ※ 長期未払金 13,049

土地 199,489 退職手当引当金 181,964
立木竹 27,307 損失補償等引当金 16
立木竹減損損失累計額 △ 15,714 その他 278,665
建物 641,238 流動負債 223,511
建物減価償却累計額 △ 368,055 1年内償還予定地方債等 176,386
建物減損損失累計額 △ 150 未払金 14,085
工作物 47,258 未払費用 322
工作物減価償却累計額 △ 29,397 前受金 5,152
船舶 6,102 前受収益 1,506
船舶減価償却累計額 △ 4,133 賞与等引当金 16,895
浮標等 55 預り金 4,598
浮標等減価償却累計額 △ 40 その他 4,567
航空機 0 2,246,848
航空機減価償却累計額 0 【純資産の部】
その他 37 固定資産等形成分 2,888,790
その他減価償却累計額 △ 5 余剰分（不足分） △ 2,030,620 ※

建設仮勘定 9,171 他団体出資等分 6,972
インフラ資産 1,627,393

土地 349,073
建物 94,763
建物減価償却累計額 △ 43,734
工作物 1,910,119
工作物減価償却累計額 △ 903,410
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 220,582

物品 143,051
物品減価償却累計額 △ 74,388

無形固定資産 60,468 ※

ソフトウェア 3,168
その他 57,301

投資その他の資産 576,615 ※

投資及び出資金 42,061
有価証券 33,389
出資金 8,659
その他 13

長期延滞債権 5,389
長期貸付金 51,794
基金 388,246

減債基金 129,884
その他 258,362

その他 92,917
徴収不能引当金 △ 3,793

流動資産 265,639 ※

現金預金 175,654
未収金 10,483
短期貸付金 1,684
基金 40,805

財政調整基金 21,058
減債基金 19,747

棚卸資産 20,751
その他 16,538
徴収不能引当金 △ 275

繰延資産 50 865,142
3,111,990 3,111,990

※ 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。

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



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 964,951
業務費用 422,067 ※

人件費 235,903
職員給与費 196,864
賞与等引当金繰入額 16,847
退職手当引当金繰入額 18,261
その他 3,931

物件費等 161,565 ※

物件費 75,427
維持補修費 15,556
減価償却費 67,556
その他 3,024

その他の業務費用 24,599 ※

支払利息 8,817
徴収不能引当金繰入額 1,772
その他 14,011

移転費用 542,885
補助金等 526,256
社会保障給付 13,837
他会計への繰出金 0
その他 2,792

経常収益 90,209
使用料及び手数料 41,762
その他 48,447

純経常行政コスト 874,743 ※

臨時損失 70,371
災害復旧事業費 62,641
資産除売却損 6,605
損失補償等引当金繰入額 0
その他 1,125

臨時利益 11,747
資産売却益 488
その他 11,259

純行政コスト 933,366 ※

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 827,735 2,737,141 △ 1,917,113 7,707

純行政コスト（△） △ 933,366 △ 932,759 △ 607

財源 972,752 972,024 728

税収等 625,819 625,753 66

国県等補助金 346,933 346,271 662

本年度差額 39,386 39,265 121

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 △ 1,994 -

無償所管換等 346 -

他団体出資等分の増加 145 145

他団体出資等分の減少 △ 195 △ 195

比例連結割合変更に伴う差額 △ 806 △ 806

その他 526 - -

本年度純資産変動額 37,407 ※ 151,650 △ 113,507 △ 735

本年度末純資産残高 865,142 2,888,790 △ 2,030,620 6,972

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 連結
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【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
2,286

170,975
△ 808

172,454 ※

前年度末歳計外現金残高 2,946
本年度歳計外現金増減額 254
本年度末歳計外現金残高 3,200
本年度末現金預金残高 175,654

※ 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
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

省　略


