
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 48,007,257,457   固定負債 5,223,166,974

    有形固定資産 44,542,688,375     地方債等 4,126,853,700

      事業用資産 11,862,073,129     長期未払金 444,528

        土地 3,999,292,722     退職手当引当金 765,993,271

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 7,342,500     その他 329,875,475

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 608,328,254

        建物 17,758,480,373     １年内償還予定地方債等 481,779,646

        建物減価償却累計額 -10,281,698,712     未払金 12,368,487

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,845,800

        工作物 1,512,381,786     前受金 10,668

        工作物減価償却累計額 -1,133,725,542     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 60,776,556

        船舶 -     預り金 34,929,586

        船舶減価償却累計額 -     その他 16,617,511

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,831,495,228

        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 51,132,417,294

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,066,527,801

        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 4,360,000

        その他減価償却累計額 -4,359,998

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 32,593,536,027

        土地 1,203,277,084

        土地減損損失累計額 -

        建物 634,920,000

        建物減価償却累計額 -315,534,960

        建物減損損失累計額 -

        工作物 55,244,000,809

        工作物減価償却累計額 -24,190,450,106

        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 17,323,200

      物品 510,711,754

      物品減価償却累計額 -423,632,535

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,235,049

      ソフトウェア 8,086,760

      その他 148,289

    投資その他の資産 3,456,334,033

      投資及び出資金 118,082,746

        有価証券 -

        出資金 118,082,746

        その他 -

      長期延滞債権 31,824,124

      長期貸付金 2,209,016

      基金 3,306,903,576

        減債基金 -

        その他 3,306,903,576

      その他 22,720

      徴収不能引当金 -2,708,149

  流動資産 3,890,127,264

    現金預金 723,135,428

    未収金 41,044,307

    短期貸付金 58,348

    基金 3,125,101,489

      財政調整基金 2,801,000,244

      減債基金 324,101,245

    棚卸資産 939,076

    その他 99,896

    徴収不能引当金 -251,280

  繰延資産 - 純資産合計 46,065,889,493

資産合計 51,897,384,721 負債及び純資産合計 51,897,384,721

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （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 9,127,854,387

    業務費用 4,741,236,666

      人件費 1,053,814,439

        職員給与費 902,187,863

        賞与等引当金繰入額 60,776,556

        退職手当引当金繰入額 2,428,398

        その他 88,421,622

      物件費等 3,494,661,710

        物件費 1,491,033,913

        維持補修費 341,210,667

        減価償却費 1,662,329,282

        その他 87,848

      その他の業務費用 192,760,517

        支払利息 50,891,704

        徴収不能引当金繰入額 365,593

        その他 141,503,220

    移転費用 4,386,617,721

      補助金等 2,845,181,478

      社会保障給付 1,502,238,986

      その他 39,197,257

  経常収益 575,285,358

    使用料及び手数料 326,960,895

    その他 248,324,463

純経常行政コスト 8,552,569,029

  臨時損失 130,398,191

    災害復旧事業費 130,398,191

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,243,480

    資産売却益 103,480

    その他 1,140,000

純行政コスト 8,681,723,740



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 40,952,581,038 46,011,874,528 -5,059,293,490 -

  純行政コスト（△） -8,681,723,740 -8,681,723,740 -

  財源 7,717,189,486 7,717,189,486 -

    税収等 5,463,907,238 5,463,907,238 -

    国県等補助金 2,253,282,248 2,253,282,248 -

  本年度差額 -964,534,254 -964,534,254 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,239,053,142 1,239,053,142

    有形固定資産等の増加 257,372,462 -257,372,462

    有形固定資産等の減少 -1,662,090,804 1,662,090,804

    貸付金・基金等の増加 2,003,729,868 -2,025,681,466

    貸付金・基金等の減少 -1,838,064,668 1,860,016,266

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -50,000,592 -50,000,592

  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 6,153,912,528 6,409,632,517 -255,719,989 -

  その他 -26,069,227 -36,017 -26,033,210

  本年度純資産変動額 5,113,308,455 5,120,542,766 -7,234,311 -

本年度末純資産残高 46,065,889,493 51,132,417,294 -5,066,527,801 -

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：連結会計 （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 7,456,317,597

    業務費用支出 2,982,146,053

      人件費支出 1,047,638,424

      物件費等支出 1,833,821,348

      支払利息支出 50,891,704

      その他の支出 49,794,577

    移転費用支出 4,474,171,544

      補助金等支出 2,845,181,478

      社会保障給付支出 1,502,238,986

      その他の支出 126,751,080

  業務収入 8,207,249,882

    税収等収入 5,467,754,939

    国県等補助金収入 2,178,826,968

    使用料及び手数料収入 327,112,669

    その他の収入 233,555,306

  臨時支出 130,398,191

    災害復旧事業費支出 130,398,191

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 620,534,094

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,115,605,453

    公共施設等整備費支出 257,332,143

    基金積立金支出 858,047,748

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 225,562

    その他の支出 -

  投資活動収入 767,414,273

    国県等補助金収入 74,455,280

    基金取崩収入 692,702,647

    貸付金元金回収収入 152,866

    資産売却収入 103,480

    その他の収入 -

投資活動収支 -348,191,180

【財務活動収支】

  財務活動支出 485,327,610

    地方債等償還支出 485,145,034

    その他の支出 182,576

  財務活動収入 251,744,020

    地方債等発行収入 251,744,020

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 33,371,532

本年度歳計外現金増減額 1,132,088

本年度末歳計外現金残高 34,503,620

本年度末現金預金残高 723,135,428

財務活動収支 -233,583,590

本年度資金収支額 38,759,324

前年度末資金残高 601,306,437

比例連結割合変更に伴う差額 48,566,047

本年度末資金残高 688,631,808


