
【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 24,129,379,733   固定負債 5,979,172,359

    有形固定資産 22,709,454,388     地方債等 5,067,403,842

      事業用資産 9,497,939,585     長期未払金 -

        土地 1,518,274,166     退職手当引当金 900,074,728

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 337,267,776     その他 11,693,789

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 638,532,314

        建物 12,870,738,138     １年内償還予定地方債等 492,959,500

        建物減価償却累計額 -7,689,752,975     未払金 23,929,057

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 6,895,890,315     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,577,550,435     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 68,914,191

        船舶 -     預り金 45,284,704

        船舶減価償却累計額 -     その他 7,444,862

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,617,704,673

        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 25,626,585,586

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,175,553,516

        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 124,696

        その他減価償却累計額 -124,696

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 143,072,600

      インフラ資産 12,955,213,623

        土地 437,736,194

        土地減損損失累計額 -

        建物 616,292,289

        建物減価償却累計額 -310,564,076

        建物減損損失累計額 -

        工作物 26,842,163,847

        工作物減価償却累計額 -14,632,114,631

        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 1,700,000

      物品 1,360,947,463

      物品減価償却累計額 -1,104,646,283

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 525,053

      ソフトウェア 194,880

      その他 330,173

    投資その他の資産 1,419,400,292

      投資及び出資金 410,755,210

        有価証券 -

        出資金 129,609,000

        その他 281,146,210

      長期延滞債権 99,914,805

      長期貸付金 241,006,511

      基金 674,176,900

        減債基金 7,672,500

        その他 666,504,400

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,453,134

  流動資産 1,939,357,010

    現金預金 404,636,662

    未収金 37,063,188

    短期貸付金 60,230,939

    基金 1,436,974,914

      財政調整基金 1,436,974,914

      減債基金 -

    棚卸資産 423,200

    その他 33,513

    徴収不能引当金 -5,406

  繰延資産 - 純資産合計 19,451,032,070

資産合計 26,068,736,743 負債及び純資産合計 26,068,736,743

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）

    資産売却益 1,080,244

    その他 -

純行政コスト 6,155,425,954

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 356,117

  臨時利益 1,080,244

  臨時損失 23,605,018

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 23,248,901

    使用料及び手数料 333,791,110

    その他 64,222,966

純経常行政コスト 6,132,901,180

      社会保障給付 1,109,654,093

      その他 10,134,555

  経常収益 398,014,076

        その他 40,484,225

    移転費用 2,664,445,857

      補助金等 1,544,657,209

      その他の業務費用 64,659,162

        支払利息 23,910,841

        徴収不能引当金繰入額 264,096

        維持補修費 203,690,936

        減価償却費 1,091,507,075

        その他 394,207

        その他 85,187,062

      物件費等 2,317,504,222

        物件費 1,021,912,004

        職員給与費 936,023,973

        賞与等引当金繰入額 68,914,191

        退職手当引当金繰入額 394,180,789

  経常費用 6,530,915,256

    業務費用 3,866,469,399

      人件費 1,484,306,015

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：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 19,326,097,814 25,310,307,965 -5,984,210,151 -

  純行政コスト（△） -6,155,425,954 -6,155,425,954 -

  財源 5,362,353,836 5,362,353,836 -

    税収等 3,857,234,378 3,857,234,378 -

    国県等補助金 1,505,119,458 1,505,119,458 -

  本年度差額 -793,072,118 -793,072,118 -

  固定資産等の変動（内部変動） -577,143,146 577,143,146

    有形固定資産等の増加 293,001,507 -293,001,507

    有形固定資産等の減少 -1,115,961,732 1,115,961,732

    貸付金・基金等の増加 593,296,648 -593,296,648

    貸付金・基金等の減少 -347,479,569 347,479,569

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 941,217,584 941,217,584

  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 -21,902,210 -53,621,862 31,719,652 -

  その他 -1,309,000 5,825,045 -7,134,045

  本年度純資産変動額 124,934,256 316,277,621 -191,343,365 -

本年度末純資産残高 19,451,032,070 25,626,585,586 -6,175,553,516 -

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）

前年度末歳計外現金残高 8,089,587

本年度歳計外現金増減額 9,879,323

本年度末歳計外現金残高 17,968,910

本年度末現金預金残高 404,636,662

財務活動収支 -91,396,094

本年度資金収支額 -11,723,769

前年度末資金残高 402,569,916

比例連結割合変更に伴う差額 -4,178,395

本年度末資金残高 386,667,752

    地方債等償還支出 434,386,317

    その他の支出 146,777

  財務活動収入 343,137,000

    地方債等発行収入 343,137,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,080,244

    その他の収入 -

投資活動収支 -579,321,068

【財務活動収支】

  財務活動支出 434,533,094

    その他の支出 1,320,958

  投資活動収入 119,862,719

    国県等補助金収入 23,522,548

    基金取崩収入 62,715,927

    貸付金元金回収収入 32,544,000

  投資活動支出 699,183,787

    公共施設等整備費支出 298,755,094

    基金積立金支出 398,919,735

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 188,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 658,993,393

【投資活動収支】

    税収等収入 3,935,034,146

    国県等補助金収入 1,481,596,910

    使用料及び手数料収入 287,717,572

    その他の収入 64,110,764

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,664,445,857

      補助金等支出 1,544,657,209

      社会保障給付支出 1,109,654,093

      その他の支出 10,134,555

  業務収入 5,768,459,392

    業務費用支出 2,445,020,142

      人件費支出 1,127,629,710

      物件費等支出 1,256,972,932

      支払利息支出 23,910,841

      その他の支出 36,506,659

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 5,109,465,999


