
【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 42,170,980,499   固定負債 4,751,834,621

    有形固定資産 39,178,676,875     地方債等 4,004,032,621

      事業用資産 6,526,752,507     長期未払金 -

        土地 2,731,488,011     退職手当引当金 747,802,000

        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 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 548,915,484

        建物 9,892,525,364     １年内償還予定地方債等 468,321,968

        建物減価償却累計額 -6,353,861,253     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 874,436,401     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -625,178,516     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 46,445,000

        船舶 -     預り金 34,148,516

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,300,750,105

        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 44,128,507,240

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -4,677,040,008

        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 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 341,922,468

      物品減価償却累計額 -283,534,127

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,086,765

      ソフトウェア 8,086,760

      その他 5

    投資その他の資産 2,984,216,859

      投資及び出資金 118,072,746

        有価証券 -

        出資金 118,072,746

        その他 -

      長期延滞債権 31,780,872

      長期貸付金 419,600

      基金 2,836,639,641

        減債基金 -

        その他 2,836,639,641

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,696,000

  流動資産 2,581,236,838

    現金預金 591,345,724

    未収金 32,593,373

    短期貸付金 -

    基金 1,957,526,741

      財政調整基金 1,633,425,496

      減債基金 324,101,245

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -229,000

  繰延資産 - 純資産合計 39,451,467,232

資産合計 44,752,217,337 負債及び純資産合計 44,752,217,337

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）

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 6,645,974,474

    業務費用 4,009,326,787

      人件費 809,087,864

        職員給与費 688,611,754

        賞与等引当金繰入額 46,445,000

        退職手当引当金繰入額 1,130,000

        その他 72,901,110

      物件費等 3,122,872,675

        物件費 1,307,623,233

        維持補修費 337,353,470

        減価償却費 1,477,895,972

        その他 -

      その他の業務費用 77,366,248

        支払利息 50,430,281

        徴収不能引当金繰入額 393,000

        その他 26,542,967

    移転費用 2,636,647,687

      補助金等 2,315,418,238

      社会保障給付 314,824,050

      その他 6,405,399

  経常収益 295,811,902

    使用料及び手数料 182,990,392

    その他 112,821,510

純経常行政コスト 6,350,162,572

  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 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 6,480,560,763



【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 40,350,452,745 45,280,935,028 -4,930,482,283 -

  純行政コスト（△） -6,480,560,763 -6,480,560,763 -

  財源 5,648,182,011 5,648,182,011 -

    税収等 3,912,276,823 3,912,276,823 -

    国県等補助金 1,735,905,188 1,735,905,188 -

  本年度差額 -832,378,752 -832,378,752 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,102,427,436 1,102,427,436

    有形固定資産等の増加 201,801,575 -201,801,575

    有形固定資産等の減少 -1,477,895,972 1,477,895,972

    貸付金・基金等の増加 1,930,723,429 -1,952,675,027

    貸付金・基金等の減少 -1,757,056,468 1,779,008,066

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -50,000,352 -50,000,352

  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 -16,606,409 - -16,606,409

  本年度純資産変動額 -898,985,513 -1,152,427,788 253,442,275 -

本年度末純資産残高 39,451,467,232 44,128,507,240 -4,677,040,008 -

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）

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 5,164,051,502

    業務費用支出 2,527,403,815

      人件費支出 805,453,864

      物件費等支出 1,644,976,703

      支払利息支出 50,430,281

      その他の支出 26,542,967

    移転費用支出 2,636,647,687

      補助金等支出 2,315,418,238

      社会保障給付支出 314,824,050

      その他の支出 6,405,399

  業務収入 5,879,135,502

    税収等収入 3,915,886,941

    国県等補助金収入 1,669,337,188

    使用料及び手数料収入 183,142,166

    その他の収入 110,769,207

  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 584,685,809

【投資活動収支】

  投資活動支出 991,640,686

    公共施設等整備費支出 201,801,575

    基金積立金支出 789,839,111

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 678,589,014

    国県等補助金収入 66,568,000

    基金取崩収入 611,921,014

    貸付金元金回収収入 100,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -313,051,672

【財務活動収支】

  財務活動支出 472,557,302

    地方債等償還支出 472,557,302

    その他の支出 -

  財務活動収入 249,414,000

    地方債等発行収入 249,414,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 33,331,149

本年度歳計外現金増減額 817,367

本年度末歳計外現金残高 34,148,516

本年度末現金預金残高 591,345,724

財務活動収支 -223,143,302

本年度資金収支額 48,490,835

前年度末資金残高 508,706,373

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 557,197,208


