
【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 22,687,235,148   固定負債 5,574,624,520

    有形固定資産 21,666,474,464     地方債等 4,968,401,128

      事業用資産 8,486,277,167     長期未払金 -

        土地 1,405,794,012     退職手当引当金 606,223,392

        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 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 559,508,328

        建物 11,554,429,013     １年内償還予定地方債等 482,348,674

        建物減価償却累計額 -6,908,808,443     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,194,725,854     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,240,203,645     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 59,216,721

        船舶 -     預り金 17,942,933

        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 6,134,132,848

        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 24,055,968,087

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,791,219,180

        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 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 1,245,347,725

      物品減価償却累計額 -1,020,364,051

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 522,053

      ソフトウェア 194,880

      その他 327,173

    投資その他の資産 1,020,238,631

      投資及び出資金 129,609,000

        有価証券 -

        出資金 129,609,000

        その他 -

      長期延滞債権 99,880,034

      長期貸付金 239,518,511

      基金 557,674,453

        減債基金 782,000

        その他 556,892,453

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,443,367

  流動資産 1,711,646,607

    現金預金 323,215,935

    未収金 19,701,306

    短期貸付金 60,181,939

    基金 1,308,551,000

      財政調整基金 1,308,551,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,573

  繰延資産 - 純資産合計 18,264,748,907

資産合計 24,398,881,755 負債及び純資産合計 24,398,881,755

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 994,244

    その他 -

純行政コスト 5,158,815,023

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 994,244

  臨時損失 23,248,901

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 23,248,901

    使用料及び手数料 113,030,143

    その他 52,304,227

純経常行政コスト 5,136,560,366

      社会保障給付 155,535,648

      その他 4,657,293

  経常収益 165,334,370

        その他 20,957,972

    移転費用 1,971,928,702

      補助金等 1,811,286,505

      その他の業務費用 44,804,725

        支払利息 23,560,624

        徴収不能引当金繰入額 286,129

        維持補修費 187,285,770

        減価償却費 1,002,493,089

        その他 -

        その他 63,457,387

      物件費等 2,066,470,737

        物件費 876,691,878

        職員給与費 701,836,764

        賞与等引当金繰入額 59,216,721

        退職手当引当金繰入額 394,179,700

  経常費用 5,301,894,736

    業務費用 3,329,966,034

      人件費 1,218,690,572

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 18,070,491,547 23,384,784,588 -5,314,293,041 -

  純行政コスト（△） -5,158,815,023 -5,158,815,023 -

  財源 4,420,793,627 4,420,793,627 -

    税収等 3,327,911,052 3,327,911,052 -

    国県等補助金 1,092,882,575 1,092,882,575 -

  本年度差額 -738,021,396 -738,021,396 -

  固定資産等の変動（内部変動） -261,095,257 261,095,257

    有形固定資産等の増加 273,057,359 -273,057,359

    有形固定資産等の減少 -1,024,747,746 1,024,747,746

    貸付金・基金等の増加 572,509,130 -572,509,130

    貸付金・基金等の減少 -81,914,000 81,914,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 932,278,756 932,278,756

  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 - - -

  本年度純資産変動額 194,257,360 671,183,499 -476,926,139 -

本年度末純資産残高 18,264,748,907 24,055,968,087 -5,791,219,180 -

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 8,067,909

本年度歳計外現金増減額 9,875,024

本年度末歳計外現金残高 17,942,933

本年度末現金預金残高 323,215,935

財務活動収支 -83,292,290

本年度資金収支額 31,599,317

前年度末資金残高 273,673,685

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 305,273,002

    地方債等償還支出 424,492,290

    その他の支出 -

  財務活動収入 341,200,000

    地方債等発行収入 341,200,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 994,244

    その他の収入 -

投資活動収支 -553,623,175

【財務活動収支】

  財務活動支出 424,492,290

    その他の支出 -

  投資活動収入 103,670,244

    国県等補助金収入 20,762,000

    基金取崩収入 49,414,000

    貸付金元金回収収入 32,500,000

  投資活動支出 657,293,419

    公共施設等整備費支出 278,843,359

    基金積立金支出 378,450,060

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 668,514,782

【投資活動収支】

    税収等収入 3,326,362,763

    国県等補助金収入 1,072,120,575

    使用料及び手数料収入 113,030,143

    その他の収入 52,304,227

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,971,928,702

      補助金等支出 1,811,286,505

      社会保障給付支出 155,535,648

      その他の支出 4,657,293

  業務収入 4,563,817,708

    業務費用支出 1,923,374,224

      人件費支出 814,877,980

      物件費等支出 1,067,860,853

      支払利息支出 23,560,624

      その他の支出 17,074,767

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 3,895,302,926


