
【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 13,509,208,838   固定負債 5,947,119,010

    有形固定資産 9,895,401,481     地方債等 3,914,608,391

      事業用資産 5,125,881,482     長期未払金 -

        土地 1,081,619,483     退職手当引当金 668,301,545

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,228,644,157     その他 1,364,209,074

        建物減価償却累計額 -6,823,019,137   流動負債 594,270,415

        工作物 976,924,250     １年内償還予定地方債等 352,135,230

        工作物減価償却累計額 -357,285,371     未払金 93,523,355

        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 46,687,685

        航空機 -     預り金 17,539,445

        航空機減価償却累計額 -     その他 84,384,700

        その他 - 負債合計 6,541,389,425

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 18,998,100   固定資産等形成分 15,664,580,392

      インフラ資産 4,610,215,706   余剰分（不足分） -5,325,510,006

        土地 45,911,990   他団体出資等分 -

        建物 920,417,893

        建物減価償却累計額 -722,633,140

        工作物 17,677,456,445

        工作物減価償却累計額 -13,356,192,822

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 45,255,340

      物品 1,227,299,479

      物品減価償却累計額 -1,067,995,186

    無形固定資産 1,798,632

      ソフトウェア 1,798,632

      その他 -

    投資その他の資産 3,612,008,725

      投資及び出資金 470,639,122

        有価証券 -

        出資金 39,135,936

        その他 431,503,186

      長期延滞債権 31,880,910

      長期貸付金 8,260,000

      基金 3,103,139,647

        減債基金 -

        その他 3,103,139,647

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,910,954

  流動資産 3,371,250,973

    現金預金 1,020,024,789

    未収金 102,872,804

    短期貸付金 740,000

    基金 2,154,631,554

      財政調整基金 1,731,994,467

      減債基金 422,637,087

    棚卸資産 15,249,000

    その他 80,000,000

    徴収不能引当金 -2,267,174

  繰延資産 - 純資産合計 10,339,070,386

資産合計 16,880,459,811 負債及び純資産合計 16,880,459,811

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 5,115,269,793

    業務費用 2,534,221,045

      人件費 881,341,292

        職員給与費 783,905,157

        賞与等引当金繰入額 46,315,685

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 51,120,450

      物件費等 1,583,045,379

        物件費 737,645,737

        維持補修費 235,029,108

        減価償却費 610,370,534

        その他 -

      その他の業務費用 69,834,374

        支払利息 28,861,152

        徴収不能引当金繰入額 2,089,290

        その他 38,883,932

    移転費用 2,581,048,748

      補助金等 2,091,752,784

      社会保障給付 308,528,964

      その他 767,000

  経常収益 428,197,487

    使用料及び手数料 236,616,667

    その他 191,580,820

純経常行政コスト 4,687,072,306

  臨時損失 52,099,859

    災害復旧事業費 49,202,560

    資産除売却損 2,897,299

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 4,739,172,165



【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 10,399,220,358 15,574,299,297 -5,175,078,939 -

  純行政コスト（△） -4,739,172,165 -4,739,172,165 -

  財源 4,677,972,191 4,677,972,191 -

    税収等 3,206,248,614 3,206,248,614 -

    国県等補助金 1,471,723,577 1,471,723,577 -

  本年度差額 -61,199,974 -61,199,974 -

  固定資産等の変動（内部変動） 89,231,093 -89,231,093

    有形固定資産等の増加 230,577,133 -230,577,133

    有形固定資産等の減少 -611,913,633 611,913,633

    貸付金・基金等の増加 920,053,498 -920,053,498

    貸付金・基金等の減少 -449,485,905 449,485,905

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,050,002 1,050,002

  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 -60,149,972 90,281,095 -150,431,067 -

本年度末純資産残高 10,339,070,386 15,664,580,392 -5,325,510,006 -

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 4,494,908,005

    業務費用支出 1,913,859,257

      人件費支出 878,358,377

      物件費等支出 973,430,328

      支払利息支出 28,861,152

      その他の支出 33,209,400

    移転費用支出 2,581,048,748

      補助金等支出 2,091,752,784

      社会保障給付支出 308,528,964

      その他の支出 767,000

  業務収入 5,019,121,224

    税収等収入 3,183,749,129

    国県等補助金収入 1,411,380,825

    使用料及び手数料収入 238,283,361

    その他の収入 185,707,909

  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 497,265,052

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,146,710,272

    公共施設等整備費支出 223,492,586

    基金積立金支出 912,350,686

    投資及び出資金支出 1,734,000

    貸付金支出 4,800,000

    その他の支出 4,333,000

  投資活動収入 540,184,382

    国県等補助金収入 84,198,425

    基金取崩収入 444,906,958

    貸付金元金回収収入 3,540,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 7,538,999

投資活動収支 -606,525,890

【財務活動収支】

  財務活動支出 336,088,083

    地方債等償還支出 336,088,083

    その他の支出 -

  財務活動収入 237,214,838

    地方債等発行収入 237,204,000

    その他の収入 10,838

前年度末歳計外現金残高 11,985,080

本年度歳計外現金増減額 5,554,365

本年度末歳計外現金残高 17,539,445

本年度末現金預金残高 1,020,024,789

財務活動収支 -98,873,245

本年度資金収支額 -208,134,083

前年度末資金残高 1,210,619,427

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,002,485,344


