
【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 26,140,990,278   固定負債 12,274,960,118

    有形固定資産 23,964,160,254     地方債等 11,355,375,766

      事業用資産 9,403,645,578     長期未払金 -

        土地 5,116,633,157     退職手当引当金 132,905,050

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 10,920,000

        建物 14,334,232,180     その他 775,759,302

        建物減価償却累計額 -10,439,787,629   流動負債 1,400,895,128

        工作物 566,675,281     １年内償還予定地方債等 963,162,156

        工作物減価償却累計額 -209,383,811     未払金 249,079,582

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 151,930

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 107,963,831

        航空機 -     預り金 79,393,398

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,144,231

        その他 - 負債合計 13,675,855,246

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 25,276,400   固定資産等形成分 27,046,861,237

      インフラ資産 14,413,102,588   余剰分（不足分） -12,335,101,134

        土地 2,305,623,082   他団体出資等分 -

        建物 946,328,044

        建物減価償却累計額 -528,108,998

        工作物 30,238,522,369

        工作物減価償却累計額 -19,214,023,505

        その他 739,951,397

        その他減価償却累計額 -368,998,555

        建設仮勘定 293,808,754

      物品 493,659,709

      物品減価償却累計額 -346,247,621

    無形固定資産 752,556,559

      ソフトウェア 3,526,920

      その他 749,029,639

    投資その他の資産 1,424,273,465

      投資及び出資金 18,919,000

        有価証券 -

        出資金 18,919,000

        その他 -

      長期延滞債権 164,674,917

      長期貸付金 -

      基金 1,255,310,642

        減債基金 113,210,155

        その他 1,142,100,487

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,631,094

  流動資産 2,246,625,071

    現金預金 1,016,214,549

    未収金 329,371,894

    短期貸付金 -

    基金 905,870,959

      財政調整基金 905,870,959

      減債基金 -

    棚卸資産 3,806,970

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,639,301

  繰延資産 - 純資産合計 14,711,760,103

資産合計 28,387,615,349 負債及び純資産合計 28,387,615,349

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 12,450,976,848

    業務費用 5,067,684,149

      人件費 1,527,536,601

        職員給与費 971,352,798

        賞与等引当金繰入額 105,702,112

        退職手当引当金繰入額 -32,528,559

        その他 483,010,250

      物件費等 3,270,373,532

        物件費 2,146,211,706

        維持補修費 67,714,067

        減価償却費 1,053,025,760

        その他 3,421,999

      その他の業務費用 269,774,016

        支払利息 118,470,949

        徴収不能引当金繰入額 17,172,171

        その他 134,130,896

    移転費用 7,383,292,699

      補助金等 6,327,597,731

      社会保障給付 1,043,765,568

      その他 11,929,400

  経常収益 750,496,011

    使用料及び手数料 586,757,274

    その他 163,738,737

純経常行政コスト 11,700,480,837

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 26,895,954

    資産売却益 26,895,954

    その他 -

純行政コスト 11,673,584,885



【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 15,191,778,827 27,237,376,008 -12,045,597,181 -

  純行政コスト（△） -11,673,584,885 -11,673,584,885 -

  財源 11,181,206,235 11,181,206,235 -

    税収等 7,154,017,582 7,154,017,582 -

    国県等補助金 4,027,188,653 4,027,188,653 -

  本年度差額 -492,378,650 -492,378,650 -

  固定資産等の変動（内部変動） -202,874,697 202,874,697

    有形固定資産等の増加 1,155,591,723 -1,155,591,723

    有形固定資産等の減少 -1,178,919,115 1,178,919,115

    貸付金・基金等の増加 417,155,884 -417,155,884

    貸付金・基金等の減少 -596,703,189 596,703,189

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,359,926 12,359,926

  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 -480,018,724 -190,514,771 -289,503,953 -

本年度末純資産残高 14,711,760,103 27,046,861,237 -12,335,101,134 -

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 11,225,974,066

    業務費用支出 3,842,681,367

      人件費支出 1,560,598,239

      物件費等支出 2,035,133,780

      支払利息支出 118,470,949

      その他の支出 128,478,399

    移転費用支出 7,383,292,699

      補助金等支出 6,327,597,731

      社会保障給付支出 1,043,765,568

      その他の支出 11,929,400

  業務収入 11,648,314,451

    税収等収入 7,137,554,280

    国県等補助金収入 3,991,230,653

    使用料及び手数料収入 321,889,614

    その他の収入 197,639,904

  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 422,340,385

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,401,355,041

    公共施設等整備費支出 1,218,095,793

    基金積立金支出 172,024,248

    投資及び出資金支出 50,000

    貸付金支出 11,185,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 596,250,476

    国県等補助金収入 40,908,000

    基金取崩収入 322,973,000

    貸付金元金回収収入 11,185,000

    資産売却収入 29,930,000

    その他の収入 191,254,476

投資活動収支 -805,104,565

【財務活動収支】

  財務活動支出 955,179,299

    地方債等償還支出 955,179,299

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,406,200,000

    地方債等発行収入 1,406,200,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 82,516,454

本年度歳計外現金増減額 -3,123,056

本年度末歳計外現金残高 79,393,398

本年度末現金預金残高 1,016,214,549

財務活動収支 451,020,701

本年度資金収支額 68,256,521

前年度末資金残高 868,564,630

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 936,821,151


