
【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 19,278,010,438   固定負債 11,642,064,650

    有形固定資産 17,341,142,393     地方債等 9,791,120,106

      事業用資産 11,385,669,218     長期未払金 -

        土地 2,896,132,012     退職手当引当金 1,561,593,000

        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 289,351,544

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 172,322,801

        建物 24,240,553,699     １年内償還予定地方債等 56,613,134

        建物減価償却累計額 -15,887,219,096     未払金 13,009,129

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 192,816,850     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -58,692,424     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 75,047,000

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 27,653,538

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,814,387,451

        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 21,176,645,359

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,434,886,552

        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 -

      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 1,983,298,081

      物品減価償却累計額 -1,351,120,249

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 18,055,900

      ソフトウェア 18,055,900

      その他 -

    投資その他の資産 1,918,812,145

      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 54,366,252

      長期貸付金 78,800,000

      基金 1,736,014,893

        減債基金 -

        その他 1,736,014,893

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,313,000

  流動資産 2,278,135,820

    現金預金 356,859,899

    未収金 19,844,239

    短期貸付金 -

    基金 1,898,634,921

      財政調整基金 1,561,407,911

      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 9,741,758,807

資産合計 21,556,146,258 負債及び純資産合計 21,556,146,258

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 -

純行政コスト 6,342,043,776

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 49,267,744

    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 461,044,864

    その他 191,516,013

純経常行政コスト 6,292,776,032

      社会保障給付 432,702,147

      その他 7,255,800

  経常収益 652,560,877

        その他 84,436,835

    移転費用 3,356,069,343

      補助金等 2,916,111,396

      その他の業務費用 173,018,512

        支払利息 88,298,677

        徴収不能引当金繰入額 283,000

        維持補修費 203,687,940

        減価償却費 816,316,065

        その他 -

        その他 222,550,306

      物件費等 2,152,407,364

        物件費 1,132,403,359

        職員給与費 997,236,384

        賞与等引当金繰入額 75,047,000

        退職手当引当金繰入額 -30,992,000

  経常費用 6,945,336,909

    業務費用 3,589,267,566

      人件費 1,263,841,690

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 7,994,114,220 19,195,650,088 -11,201,535,868 -

  純行政コスト（△） -6,342,043,776 -6,342,043,776 -

  財源 6,598,292,115 6,598,292,115 -

    税収等 4,773,462,600 4,773,462,600 -

    国県等補助金 1,824,829,515 1,824,829,515 -

  本年度差額 256,248,339 256,248,339 -

  固定資産等の変動（内部変動） -107,034,723 107,034,723

    有形固定資産等の増加 826,590,668 -826,590,668

    有形固定資産等の減少 -780,287,119 780,287,119

    貸付金・基金等の増加 254,203,360 -254,203,360

    貸付金・基金等の減少 -407,541,632 407,541,632

  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 - - - -

  その他 -881,392,506 -284,758,760 -596,633,746

  本年度純資産変動額 1,747,644,587 1,980,995,271 -233,350,684 -

本年度末純資産残高 9,741,758,807 21,176,645,359 -11,434,886,552 -

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 7,994,114,220 19,195,650,088 -11,201,535,868 -

  純行政コスト（△） -6,342,043,776 -6,342,043,776 -

  財源 6,598,292,115 6,598,292,115 -

    税収等 4,773,462,600 4,773,462,600 -

    国県等補助金 1,824,829,515 1,824,829,515 -

  本年度差額 256,248,339 256,248,339 -

  固定資産等の変動（内部変動） -107,034,723 107,034,723

    有形固定資産等の増加 826,590,668 -826,590,668

    有形固定資産等の減少 -780,287,119 780,287,119

    貸付金・基金等の増加 254,203,360 -254,203,360

    貸付金・基金等の減少 -407,541,632 407,541,632

  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 - - - -

  その他 -881,392,506 -284,758,760 -596,633,746

  本年度純資産変動額 1,747,644,587 1,980,995,271 -233,350,684 -

本年度末純資産残高 9,741,758,807 21,176,645,359 -11,434,886,552 -

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


