
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 15,520,250,130   固定負債 5,699,950,583

    有形固定資産 11,874,794,195     地方債等 4,138,800,551

      事業用資産 9,856,170,740     長期未払金 -

        土地 1,628,837,217     退職手当引当金 1,477,501,000

        立木竹 479,821,700     損失補償等引当金 -

        建物 20,878,556,908     その他 83,649,032

        建物減価償却累計額 -13,193,726,019   流動負債 722,085,246

        工作物 154,038,164     １年内償還予定地方債等 611,430,052

        工作物減価償却累計額 -91,357,230     未払金 -

        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 81,364,209

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 29,290,985

        その他 - 負債合計 6,422,035,829

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 16,210,250,193

      インフラ資産 1,811,459,691   余剰分（不足分） -5,621,779,899

        土地 11,530,324   他団体出資等分 -

        建物 10,082,400

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,634,849,397

        工作物減価償却累計額 -8,845,002,430

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,329,404,353

      物品減価償却累計額 -1,122,240,589

    無形固定資産 24,031,239

      ソフトウェア 23,766,860

      その他 264,379

    投資その他の資産 3,621,424,696

      投資及び出資金 888,269,726

        有価証券 12,149,000

        出資金 876,120,726

        その他 -

      長期延滞債権 16,772,674

      長期貸付金 5,494,848

      基金 2,714,170,448

        減債基金 250,000,560

        その他 2,464,169,888

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,283,000

  流動資産 1,490,255,993

    現金預金 732,836,875

    未収金 65,226,532

    短期貸付金 -

    基金 690,000,063

      財政調整基金 690,000,063

      減債基金 -

    棚卸資産 2,610,523

    その他 -

    徴収不能引当金 -418,000

  繰延資産 - 純資産合計 10,588,470,294

資産合計 17,010,506,123 負債及び純資産合計 17,010,506,123

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 2,184,870

    その他 -

純行政コスト 3,374,665,289

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,184,870

  臨時損失 48,560,596

    災害復旧事業費 1,263,600

    資産除売却損 47,296,996

    使用料及び手数料 623,090,442

    その他 266,396,932

純経常行政コスト 3,328,289,563

      社会保障給付 600,395,463

      その他 27,806,603

  経常収益 889,487,374

        その他 42,612,465

    移転費用 1,248,414,133

      補助金等 620,212,067

      その他の業務費用 101,430,092

        支払利息 56,420,627

        徴収不能引当金繰入額 2,397,000

        維持補修費 141,609,078

        減価償却費 643,537,754

        その他 -

        その他 298,033,057

      物件費等 1,495,567,349

        物件費 710,420,517

        職員給与費 1,003,683,306

        賞与等引当金繰入額 66,980,000

        退職手当引当金繰入額 3,669,000

  経常費用 4,217,776,937

    業務費用 2,969,362,804

      人件費 1,372,365,363

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】

会計：全体会計 （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 10,479,947,670 16,581,427,721 -6,101,480,051 -

  純行政コスト（△） -3,374,665,289 -3,374,665,289 -

  財源 3,440,051,928 3,440,051,928 -

    税収等 2,886,944,234 2,886,944,234 -

    国県等補助金 553,107,694 553,107,694 -

  本年度差額 65,386,639 65,386,639 -

  固定資産等の変動（内部変動） -414,313,513 414,313,513

    有形固定資産等の増加 160,049,363 -160,049,363

    有形固定資産等の減少 -643,878,006 643,878,006

    貸付金・基金等の増加 175,253,337 -175,253,337

    貸付金・基金等の減少 -105,738,207 105,738,207

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 26,683,898 26,683,898

  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 16,452,087 16,452,087 -

  本年度純資産変動額 108,522,624 -371,177,528 479,700,152 -

本年度末純資産残高 10,588,470,294 16,210,250,193 -5,621,779,899 -

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】

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 732,836,875

財務活動収支 -425,661,288

本年度資金収支額 38,797,906

前年度末資金残高 694,038,969

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 732,836,875

    地方債等償還支出 626,335,167

    その他の支出 -

  財務活動収入 200,673,879

    地方債等発行収入 184,240,000

    その他の収入 16,433,879

    資産売却収入 2,184,870

    その他の収入 18,208

投資活動収支 -228,657,153

【財務活動収支】

  財務活動支出 626,335,167

    その他の支出 -

  投資活動収入 151,864,164

    国県等補助金収入 67,070,000

    基金取崩収入 51,843,736

    貸付金元金回収収入 30,747,350

  投資活動支出 380,521,317

    公共施設等整備費支出 176,501,450

    基金積立金支出 168,349,711

    投資及び出資金支出 5,430,156

    貸付金支出 30,240,000

    災害復旧事業費支出 1,263,600

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 693,116,347

【投資活動収支】

    税収等収入 2,888,641,971

    国県等補助金収入 486,037,694

    使用料及び手数料収入 619,994,343

    その他の収入 266,479,424

  臨時支出 1,263,600

    移転費用支出 1,248,414,133

      補助金等支出 620,212,067

      社会保障給付支出 600,395,463

      その他の支出 27,806,603

  業務収入 4,261,153,432

    業務費用支出 2,318,359,352

      人件費支出 1,369,117,119

      物件費等支出 848,637,592

      支払利息支出 56,420,627

      その他の支出 44,184,014

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 3,566,773,485


