
【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 14,791,360,958   固定負債 6,895,802,821

    有形固定資産 10,959,789,009     地方債等 4,446,122,605

      事業用資産 5,817,941,666     長期未払金 -

        土地 1,213,268,618     退職手当引当金 813,409,205

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,737,758,377     その他 1,636,271,011

        建物減価償却累計額 -6,989,658,223   流動負債 672,530,781

        工作物 1,432,011,605     １年内償還予定地方債等 417,168,203

        工作物減価償却累計額 -594,759,843     未払金 100,940,835

        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 1,196

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 51,927,728

        航空機 -     預り金 17,996,873

        航空機減価償却累計額 -     その他 84,495,946

        その他 - 負債合計 7,568,333,602

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,321,132   固定資産等形成分 16,980,386,671

      インフラ資産 4,895,157,650   余剰分（不足分） -6,281,903,230

        土地 77,123,041   他団体出資等分 -

        建物 972,452,739

        建物減価償却累計額 -755,262,103

        工作物 18,059,257,387

        工作物減価償却累計額 -13,504,932,388

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 46,518,974

      物品 1,504,882,550

      物品減価償却累計額 -1,258,192,857

    無形固定資産 429,963,018

      ソフトウェア 2,422,256

      その他 427,540,762

    投資その他の資産 3,401,608,931

      投資及び出資金 18,152,936

        有価証券 -

        出資金 18,152,936

        その他 -

      長期延滞債権 31,894,818

      長期貸付金 8,970,257

      基金 3,344,367,387

        減債基金 -

        その他 3,344,367,387

      その他 140,165

      徴収不能引当金 -1,916,632

  流動資産 3,475,456,085

    現金預金 1,064,139,192

    未収金 106,012,133

    短期貸付金 960,049

    基金 2,188,065,664

      財政調整基金 1,765,428,577

      減債基金 422,637,087

    棚卸資産 15,249,000

    その他 103,299,226

    徴収不能引当金 -2,269,179

  繰延資産 - 純資産合計 10,698,483,441

資産合計 18,266,817,043 負債及び純資産合計 18,266,817,043

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）

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

  経常費用 6,119,566,685

    業務費用 2,848,749,645

      人件費 1,021,797,712

        職員給与費 857,579,855

        賞与等引当金繰入額 51,515,021

        退職手当引当金繰入額 60,664,092

        その他 52,038,744

      物件費等 1,728,023,631

        物件費 807,906,984

        維持補修費 238,782,770

        減価償却費 681,295,050

        その他 38,827

      その他の業務費用 98,928,302

        支払利息 34,042,602

        徴収不能引当金繰入額 2,092,647

        その他 62,793,053

    移転費用 3,270,817,040

      補助金等 2,774,605,734

      社会保障給付 314,417,117

      その他 1,590,594

  経常収益 490,570,434

    使用料及び手数料 271,949,793

    その他 218,620,641

純経常行政コスト 5,628,996,251

  臨時損失 52,633,308

    災害復旧事業費 49,202,560

    資産除売却損 3,430,748

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 58,994

    資産売却益 58,994

    その他 -

純行政コスト 5,681,570,565



【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 10,804,835,778 17,002,061,364 -6,197,225,586 -

  純行政コスト（△） -5,681,570,565 -5,681,570,565 -

  財源 5,618,732,799 5,618,732,799 -

    税収等 3,705,799,366 3,705,799,366 -

    国県等補助金 1,912,933,433 1,912,933,433 -

  本年度差額 -62,837,766 -62,837,766 -

  固定資産等の変動（内部変動） 23,934,008 -23,934,008

    有形固定資産等の増加 246,638,456 -246,638,456

    有形固定資産等の減少 -683,228,914 683,228,914

    貸付金・基金等の増加 944,133,548 -944,133,548

    貸付金・基金等の減少 -483,609,082 483,609,082

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 973,402 973,402

  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 -44,953,498 -55,413,512 10,460,014 -

  その他 465,525 8,831,409 -8,365,884

  本年度純資産変動額 -106,352,337 -21,674,693 -84,677,644 -

本年度末純資産残高 10,698,483,441 16,980,386,671 -6,281,903,230 -

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）

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 5,424,361,909

    業務費用支出 2,095,832,842

      人件費支出 956,684,166

      物件費等支出 1,048,127,151

      支払利息支出 34,042,602

      その他の支出 56,978,923

    移転費用支出 3,328,529,067

      補助金等支出 2,774,606,757

      社会保障給付支出 314,417,117

      その他の支出 59,301,598

  業務収入 6,002,360,547

    税収等収入 3,688,439,624

    国県等補助金収入 1,842,047,814

    使用料及び手数料収入 266,812,762

    その他の収入 205,060,347

  臨時支出 49,202,560

    災害復旧事業費支出 49,202,560

    その他の支出 -

  臨時収入 22,254,393

業務活動収支 551,050,471

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,187,057,448

    公共施設等整備費支出 239,451,536

    基金積立金支出 938,277,286

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,995,365

    その他の支出 4,333,261

  投資活動収入 572,987,487

    国県等補助金収入 84,376,658

    基金取崩収入 477,281,052

    貸付金元金回収収入 3,731,608

    資産売却収入 59,170

    その他の収入 7,538,999

投資活動収支 -614,069,961

【財務活動収支】

  財務活動支出 398,444,104

    地方債等償還支出 398,333,869

    その他の支出 110,235

  財務活動収入 252,702,368

    地方債等発行収入 251,086,374

    その他の収入 1,615,994

前年度末歳計外現金残高 12,316,655

本年度歳計外現金増減額 5,608,788

本年度末歳計外現金残高 17,925,443

本年度末現金預金残高 1,064,139,192

財務活動収支 -145,741,736

本年度資金収支額 -208,761,226

前年度末資金残高 1,300,521,410

比例連結割合変更に伴う差額 -45,546,435

本年度末資金残高 1,046,213,749


