
【様式第1号】

（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 22,573,792,727   固定負債 8,935,020,169

    有形固定資産 20,056,849,064     地方債等 6,348,895,914

      事業用資産 5,540,713,298     長期未払金 318

        土地 1,517,250,978     退職手当引当金 1,422,981,155

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 13,331,751     その他 1,163,142,782

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,004,891,744

        建物 8,287,959,044     １年内償還予定地方債等 657,374,147

        建物減価償却累計額 -4,495,928,031     未払金 233,352,485

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 435,050,679     前受金 5,425,083

        工作物減価償却累計額 -242,132,572     前受収益 94,125

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 85,729,089

        船舶 -     預り金 22,212,665

        船舶減価償却累計額 -     その他 704,150

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,939,911,913

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 23,679,009,626

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,275,888,731

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 52,037,195

        その他減価償却累計額 -29,081,266

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,225,520

      インフラ資産 14,111,616,560

        土地 592,847,493

        土地減損損失累計額 -

        建物 400,533,755

        建物減価償却累計額 -260,304,267

        建物減損損失累計額 -

        工作物 34,768,413,694

        工作物減価償却累計額 -21,610,561,079

        工作物減損損失累計額 -

        その他 578,340

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 220,108,624

      物品 2,245,901,918

      物品減価償却累計額 -1,841,382,712

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,139,290,630

      ソフトウェア 13,566,711

      その他 1,125,723,919

    投資その他の資産 1,377,653,033

      投資及び出資金 37,811,043

        有価証券 28,650,000

        出資金 9,161,043

        その他 -

      長期延滞債権 75,448,444

      長期貸付金 6,870,557

      基金 1,263,435,880

        減債基金 29,900,000

        その他 1,233,535,880

      その他 5,747,109

      徴収不能引当金 -11,660,000

  流動資産 2,769,240,081

    現金預金 1,172,966,064

    未収金 484,672,825

    短期貸付金 93,495

    基金 1,105,123,404

      財政調整基金 1,105,123,404

      減債基金 -

    棚卸資産 8,558,324

    その他 725

    徴収不能引当金 -2,174,756

  繰延資産 - 純資産合計 15,403,120,895

資産合計 25,343,032,808 負債及び純資産合計 25,343,032,808

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 5,132,944

    その他 822,822

純行政コスト 7,670,682,559

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,949,718

  臨時利益 5,955,766

  臨時損失 179,411,043

    災害復旧事業費 177,461,325

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 1,304,041,194

    その他 138,318,677

純経常行政コスト 7,497,227,282

      社会保障給付 284,231,042

      その他 35,063,925

  経常収益 1,442,359,871

        その他 39,934,275

    移転費用 4,497,701,647

      補助金等 4,178,406,680

      その他の業務費用 139,347,125

        支払利息 97,947,078

        徴収不能引当金繰入額 1,465,772

        維持補修費 156,520,433

        減価償却費 1,115,708,626

        その他 3,565,639

        その他 116,630,469

      物件費等 3,056,393,226

        物件費 1,780,598,528

        職員給与費 1,053,253,089

        賞与等引当金繰入額 83,959,044

        退職手当引当金繰入額 -7,697,447

  経常費用 8,939,587,153

    業務費用 4,441,885,506

      人件費 1,246,145,155

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】

（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 16,057,957,779 25,078,559,114 -9,020,601,335 -

  純行政コスト（△） -7,670,682,559 -7,670,682,559 -

  財源 7,733,770,865 7,733,770,865 -

    税収等 5,177,566,176 5,177,566,176 -

    国県等補助金 2,556,204,689 2,556,204,689 -

  本年度差額 63,088,306 63,088,306 -

  固定資産等の変動（内部変動） -599,513,702 599,513,702

    有形固定資産等の増加 641,490,349 -641,490,349

    有形固定資産等の減少 -1,077,022,178 1,077,022,178

    貸付金・基金等の増加 480,513,261 -480,513,261

    貸付金・基金等の減少 -644,495,134 644,495,134

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 469,085 469,085

  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 15,725 -82,109,394 82,125,119 -

  その他 -718,410,000 -718,395,477 -14,523

  本年度純資産変動額 -654,836,884 -1,399,549,488 744,712,604 -

本年度末純資産残高 15,403,120,895 23,679,009,626 -8,275,888,731 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 20,937,636

本年度歳計外現金増減額 11,489

本年度末歳計外現金残高 20,949,125

本年度末現金預金残高 1,172,966,064

財務活動収支 -246,267,092

本年度資金収支額 276,327,903

前年度末資金残高 883,141,817

比例連結割合変更に伴う差額 -7,452,781

本年度末資金残高 1,152,016,939

    地方債等償還支出 629,416,488

    その他の支出 945,670

  財務活動収入 384,095,066

    地方債等発行収入 384,095,066

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,132,944

    その他の収入 10,578,593

投資活動収支 -265,703,512

【財務活動収支】

  財務活動支出 630,362,158

    その他の支出 -

  投資活動収入 853,578,641

    国県等補助金収入 193,700,321

    基金取崩収入 639,754,145

    貸付金元金回収収入 4,412,638

  投資活動支出 1,119,282,153

    公共施設等整備費支出 646,896,730

    基金積立金支出 454,557,575

    投資及び出資金支出 16,850,000

    貸付金支出 977,848

    災害復旧事業費支出 177,461,325

    その他の支出 1,949,718

  臨時収入 10,941,327

業務活動収支 788,298,507

【投資活動収支】

    税収等収入 5,122,904,302

    国県等補助金収入 2,121,664,294

    使用料及び手数料収入 1,302,145,177

    その他の収入 246,660,173

  臨時支出 179,411,043

    移転費用支出 4,497,701,647

      補助金等支出 4,178,406,680

      社会保障給付支出 284,231,042

      その他の支出 35,063,925

  業務収入 8,793,373,946

    業務費用支出 3,338,904,076

      人件費支出 1,255,349,123

      物件費等支出 1,947,116,072

      支払利息支出 97,947,078

      その他の支出 38,491,803

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 7,836,605,723


