
【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 18,053,055,191   固定負債 6,745,443,198

    有形固定資産 15,990,257,804     地方債等 5,267,223,872

      事業用資産 4,185,509,281     長期未払金 -

        土地 1,348,960,232     退職手当引当金 1,275,328,000

        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 202,891,326

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 702,080,527

        建物 6,160,029,494     １年内償還予定地方債等 556,017,387

        建物減価償却累計額 -3,479,395,261     未払金 65,646,423

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 254,998,040     前受金 5,425,083

        工作物減価償却累計額 -114,196,975     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 66,136,000

        船舶 -     預り金 8,855,634

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,447,523,725

        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 19,157,799,141

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,421,632,509

        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 -

        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 1,782,000

      インフラ資産 11,716,832,836

        土地 417,571,179

        土地減損損失累計額 -

        建物 163,406,755

        建物減価償却累計額 -122,622,573

        建物減損損失累計額 -

        工作物 30,835,369,026

        工作物減価償却累計額 -19,587,853,665

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        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 10,962,114

      物品 908,429,928

      物品減価償却累計額 -820,514,241

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 13,566,711

      ソフトウェア 13,566,711

      その他 -

    投資その他の資産 2,049,230,676

      投資及び出資金 739,340,000

        有価証券 11,800,000

        出資金 727,540,000

        その他 -

      長期延滞債権 75,336,092

      長期貸付金 4,690,000

      基金 1,241,524,584

        減債基金 29,900,000

        その他 1,211,624,584

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,660,000

  流動資産 2,130,635,166

    現金預金 594,213,693

    未収金 427,977,743

    短期貸付金 -

    基金 1,104,743,950

      財政調整基金 1,104,743,950

      減債基金 -

    棚卸資産 3,828,780

    その他 -

    徴収不能引当金 -129,000

  繰延資産 - 純資産合計 12,736,166,632

資産合計 20,183,690,357 負債及び純資産合計 20,183,690,357

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,668,505,046

    業務費用 3,405,750,645

      人件費 929,911,525

        職員給与費 813,327,129

        賞与等引当金繰入額 66,136,000

        退職手当引当金繰入額 -24,786,000

        その他 75,234,396

      物件費等 2,383,092,284

        物件費 1,392,812,344

        維持補修費 99,469,627

        減価償却費 887,810,313

        その他 3,000,000

      その他の業務費用 92,746,836

        支払利息 79,260,966

        徴収不能引当金繰入額 1,230,000

        その他 12,255,870

    移転費用 3,262,754,401

      補助金等 2,945,286,382

      社会保障給付 282,668,012

      その他 34,800,007

  経常収益 827,876,425

    使用料及び手数料 714,467,905

    その他 113,408,520

純経常行政コスト 5,840,628,621

  臨時損失 171,783,366

    災害復旧事業費 171,783,366

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,698,586

    資産売却益 5,132,944

    その他 565,642

純行政コスト 6,006,713,401



【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 12,694,551,373 19,814,980,440 -7,120,429,067 -

  純行政コスト（△） -6,006,713,401 -6,006,713,401 -

  財源 6,048,328,660 6,048,328,660 -

    税収等 4,027,281,322 4,027,281,322 -

    国県等補助金 2,021,047,338 2,021,047,338 -

  本年度差額 41,615,259 41,615,259 -

  固定資産等の変動（内部変動） -657,181,299 657,181,299

    有形固定資産等の増加 414,456,960 -414,456,960

    有形固定資産等の減少 -888,636,480 888,636,480

    貸付金・基金等の増加 456,013,800 -456,013,800

    貸付金・基金等の減少 -639,015,579 639,015,579

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 41,615,259 -657,181,299 698,796,558 -

本年度末純資産残高 12,736,166,632 19,157,799,141 -6,421,632,509 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 5,811,692,301

    業務費用支出 2,548,937,900

      人件費支出 952,561,525

      物件費等支出 1,504,763,539

      支払利息支出 79,260,966

      その他の支出 12,351,870

    移転費用支出 3,262,754,401

      補助金等支出 2,945,286,382

      社会保障給付支出 282,668,012

      その他の支出 34,800,007

  業務収入 6,443,361,499

    税収等収入 4,009,092,071

    国県等補助金収入 1,601,259,338

    使用料及び手数料収入 719,579,620

    その他の収入 113,430,470

  臨時支出 171,783,366

    災害復旧事業費支出 171,783,366

    その他の支出 -

  臨時収入 10,161,642

業務活動収支 470,047,474

【投資活動収支】

  投資活動支出 862,389,960

    公共施設等整備費支出 414,456,960

    基金積立金支出 447,933,000

    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 813,041,173

    国県等補助金収入 169,296,930

    基金取崩収入 634,611,299

    貸付金元金回収収入 4,000,000

    資産売却収入 5,132,944

    その他の収入 -

投資活動収支 -49,348,787

【財務活動収支】

  財務活動支出 519,800,665

    地方債等償還支出 519,800,665

    その他の支出 -

  財務活動収入 324,900,000

    地方債等発行収入 324,900,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 9,664,203

本年度歳計外現金増減額 -808,569

本年度末歳計外現金残高 8,855,634

本年度末現金預金残高 594,213,693

財務活動収支 -194,900,665

本年度資金収支額 225,798,022

前年度末資金残高 359,560,037

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 585,358,059


