
【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 20,974,070,324   固定負債 11,691,588,835

    有形固定資産 18,680,095,623     地方債等 9,801,597,584

      事業用資産 12,540,756,363     長期未払金 -

        土地 2,899,789,636     退職手当引当金 1,600,638,461

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 2,078,177     その他 289,352,790

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 199,681,426

        建物 25,910,949,192     １年内償還予定地方債等 70,505,650

        建物減価償却累計額 -16,863,725,488     未払金 13,016,706

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,058,857,666     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -469,508,388     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 88,504,083

        船舶 -     預り金 121

        船舶減価償却累計額 -     その他 27,654,866

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,891,270,261

        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 22,881,515,334

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,459,967,662

        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 2,315,568

      インフラ資産 5,323,295,343

        土地 946,445,944

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,653,433,401

        建物減価償却累計額 -1,434,585,456

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,092,443,824

        工作物減価償却累計額 -1,987,872,770

        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 53,430,400

      物品 2,669,838,919

      物品減価償却累計額 -1,853,795,002

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 18,229,378

      ソフトウェア 18,229,378

      その他 -

    投資その他の資産 2,275,745,323

      投資及び出資金 52,944,000

        有価証券 19,480,000

        出資金 33,464,000

        その他 -

      長期延滞債権 54,732,834

      長期貸付金 78,800,000

      基金 2,092,590,477

        減債基金 -

        その他 2,092,590,477

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,321,988

  流動資産 2,338,747,609

    現金預金 408,569,334

    未収金 19,936,504

    短期貸付金 -

    基金 1,907,445,010

      財政調整基金 1,570,218,000

      減債基金 337,227,010

    棚卸資産 3,172,761

    その他 -

    徴収不能引当金 -376,000

  繰延資産 - 純資産合計 11,421,547,672

資産合計 23,312,817,933 負債及び純資産合計 23,312,817,933

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 -

    その他 9,434,978

純行政コスト 8,268,264,032

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 384,466

  臨時利益 9,434,978

  臨時損失 49,652,210

    災害復旧事業費 315,620

    資産除売却損 48,952,124

    使用料及び手数料 473,868,541

    その他 202,461,023

純経常行政コスト 8,228,046,800

      社会保障給付 432,702,147

      その他 8,093,595

  経常収益 676,329,564

        その他 104,101,831

    移転費用 4,795,748,047

      補助金等 4,354,952,305

      その他の業務費用 193,059,565

        支払利息 88,669,864

        徴収不能引当金繰入額 287,870

        維持補修費 227,318,808

        減価償却費 933,953,291

        その他 139

        その他 227,270,957

      物件費等 2,430,187,322

        物件費 1,268,915,084

        職員給与費 1,176,445,713

        賞与等引当金繰入額 88,504,083

        退職手当引当金繰入額 -6,839,323

  経常費用 8,904,376,364

    業務費用 4,108,628,317

      人件費 1,485,381,430

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 9,932,713,318 21,144,273,554 -11,211,560,236 -

  純行政コスト（△） -8,268,264,032 -8,268,264,032 -

  財源 8,295,142,954 8,295,142,954 -

    税収等 6,328,398,558 6,328,398,558 -

    国県等補助金 1,966,744,396 1,966,744,396 -

  本年度差額 26,878,922 26,878,922 -

  固定資産等の変動（内部変動） -114,346,904 114,346,904

    有形固定資産等の増加 850,052,491 -850,052,491

    有形固定資産等の減少 -780,336,179 780,336,179

    貸付金・基金等の増加 316,935,826 -316,935,826

    貸付金・基金等の減少 -500,999,042 500,999,042

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,372,788,754 2,372,788,754

  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 -22,122,179 -236,441,310 214,319,131 -

  その他 -888,711,143 -284,758,760 -603,952,383

  本年度純資産変動額 1,488,834,354 1,737,241,780 -248,407,426 -

本年度末純資産残高 11,421,547,672 22,881,515,334 -11,459,967,662 -

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 163

本年度歳計外現金増減額 -42

本年度末歳計外現金残高 121

本年度末現金預金残高 408,569,334

財務活動収支 -380,306,455

本年度資金収支額 -40,381,121

前年度末資金残高 450,376,422

比例連結割合変更に伴う差額 -1,426,088

本年度末資金残高 408,569,213

    地方債等償還支出 1,135,818,159

    その他の支出 20,905,296

  財務活動収入 776,417,000

    地方債等発行収入 776,417,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,073,568

    その他の収入 35,486,457

投資活動収支 -632,354,647

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,156,723,455

    その他の支出 -

  投資活動収入 656,010,983

    国県等補助金収入 170,554,660

    基金取崩収入 363,048,940

    貸付金元金回収収入 84,847,358

  投資活動支出 1,288,365,630

    公共施設等整備費支出 971,918,854

    基金積立金支出 223,155,987

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 93,290,789

    災害復旧事業費支出 315,620

    その他の支出 380,093

  臨時収入 -

業務活動収支 972,279,981

【投資活動収支】

    税収等収入 6,447,168,301

    国県等補助金収入 1,796,189,736

    使用料及び手数料収入 480,966,374

    その他の収入 224,692,719

  臨時支出 695,713

    移転費用支出 4,795,748,047

      補助金等支出 4,354,952,305

      社会保障給付支出 432,702,147

      その他の支出 8,093,595

  業務収入 8,949,017,130

    業務費用支出 3,180,293,389

      人件費支出 1,493,288,696

      物件費等支出 1,578,517,697

      支払利息支出 88,669,864

      その他の支出 19,817,132

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 7,976,041,436


