
【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 15,007,975,794   固定負債 4,718,513,245

    有形固定資産 13,297,990,995     地方債等 3,182,865,781

      事業用資産 7,333,081,530     長期未払金 -

        土地 1,385,465,212     退職手当引当金 925,047,509

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,451,097,824     その他 610,599,955

        建物減価償却累計額 -5,024,652,913   流動負債 425,587,772

        工作物 812,983,144     １年内償還予定地方債等 302,355,088

        工作物減価償却累計額 -313,271,737     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 381,990

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 47,951,144

        航空機 -     預り金 19,717,872

        航空機減価償却累計額 -     その他 55,181,678

        その他 - 負債合計 5,144,101,017

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460,000   固定資産等形成分 15,826,718,956

      インフラ資産 5,840,823,127   余剰分（不足分） -4,888,642,847

        土地 171,907,679   他団体出資等分 -

        建物 379,225,490

        建物減価償却累計額 -243,773,968

        工作物 12,633,081,651

        工作物減価償却累計額 -7,283,088,501

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 183,470,776

      物品 463,970,693

      物品減価償却累計額 -339,884,355

    無形固定資産 7,128,565

      ソフトウェア 7,128,525

      その他 40

    投資その他の資産 1,702,856,234

      投資及び出資金 500,722,000

        有価証券 -

        出資金 500,722,000

        その他 -

      長期延滞債権 136,639,584

      長期貸付金 -

      基金 1,069,285,199

        減債基金 37,854,966

        その他 1,031,430,233

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,790,549

  流動資産 1,074,201,332

    現金預金 189,081,848

    未収金 67,571,743

    短期貸付金 -

    基金 818,743,162

      財政調整基金 818,743,162

      減債基金 -

    棚卸資産 407,700

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,603,121

  繰延資産 - 純資産合計 10,938,076,109

資産合計 16,082,177,126 負債及び純資産合計 16,082,177,126

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 5,027,808,190

    業務費用 2,299,368,231

      人件費 858,518,904

        職員給与費 681,332,229

        賞与等引当金繰入額 47,951,144

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 129,235,531

      物件費等 1,395,069,829

        物件費 798,217,818

        維持補修費 39,737,734

        減価償却費 557,114,277

        その他 -

      その他の業務費用 45,779,498

        支払利息 22,796,376

        徴収不能引当金繰入額 3,629,636

        その他 19,353,486

    移転費用 2,728,439,959

      補助金等 2,426,019,531

      社会保障給付 283,293,338

      その他 19,127,090

  経常収益 328,124,546

    使用料及び手数料 138,944,651

    その他 189,179,895

純経常行政コスト 4,699,683,644

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10,479,473

    資産売却益 10,479,473

    その他 -

純行政コスト 4,689,204,171



【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 11,030,497,599 14,467,509,134 -3,437,011,535 -

  純行政コスト（△） -4,689,204,171 -4,689,204,171 -

  財源 4,593,028,080 4,593,028,080 -

    税収等 2,905,061,679 2,905,061,679 -

    国県等補助金 1,687,966,401 1,687,966,401 -

  本年度差額 -96,176,091 -96,176,091 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,355,455,221 -1,355,455,221

    有形固定資産等の増加 2,244,619,164 -2,244,619,164

    有形固定資産等の減少 -644,383,828 644,383,828

    貸付金・基金等の増加 912,381,037 -912,381,037

    貸付金・基金等の減少 -1,157,161,152 1,157,161,152

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 401,050 401,050

  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 3,353,551 3,353,551 -

  本年度純資産変動額 -92,421,490 1,359,209,822 -1,451,631,312 -

本年度末純資産残高 10,938,076,109 15,826,718,956 -4,888,642,847 -

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 4,474,851,684

    業務費用支出 1,746,411,725

      人件費支出 866,590,686

      物件費等支出 837,955,552

      支払利息支出 22,796,376

      その他の支出 19,069,111

    移転費用支出 2,728,439,959

      補助金等支出 2,426,019,531

      社会保障給付支出 283,293,338

      その他の支出 19,127,090

  業務収入 3,612,034,451

    税収等収入 2,898,673,145

    国県等補助金収入 463,267,118

    使用料及び手数料収入 138,772,922

    その他の収入 111,321,266

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 1,019,943,153

業務活動収支 157,125,920

【投資活動収支】

  投資活動支出 466,243,636

    公共施設等整備費支出 361,633,332

    基金積立金支出 104,610,304

    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 1,049,371,351

    国県等補助金収入 630,440,130

    基金取崩収入 403,840,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 14,791,221

    その他の収入 300,000

投資活動収支 583,127,715

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,478,128,498

    地方債等償還支出 293,250,716

    その他の支出 1,184,877,782

  財務活動収入 623,300,000

    地方債等発行収入 623,300,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 19,650,798

本年度歳計外現金増減額 449,064

本年度末歳計外現金残高 20,099,862

本年度末現金預金残高 189,081,848

財務活動収支 -854,828,498

本年度資金収支額 -114,574,863

前年度末資金残高 283,556,849

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 168,981,986


