
【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 17,060,851,610   固定負債 5,553,370,679

    有形固定資産 14,927,458,305     地方債等 3,470,155,289

      事業用資産 8,141,747,142     長期未払金 248

        土地 1,464,687,115     退職手当引当金 1,054,026,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,776,131,408     その他 1,029,189,142

        建物減価償却累計額 -5,667,632,781   流動負債 650,583,798

        工作物 868,950,212     １年内償還予定地方債等 384,958,076

        工作物減価償却累計額 -340,289,316     未払金 118,928,699

        船舶 -     未払費用 47,045

        船舶減価償却累計額 -     前受金 381,990

        浮標等 -     前受収益 150,600

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 56,837,063

        航空機 -     預り金 30,497,780

        航空機減価償却累計額 -     その他 58,782,545

        その他 41,009,174 負債合計 6,203,954,477

        その他減価償却累計額 -22,918,197 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,809,527   固定資産等形成分 17,882,298,795

      インフラ資産 6,468,217,275   余剰分（不足分） -5,543,692,038

        土地 262,192,260   他団体出資等分 4,022,157

        建物 532,410,979

        建物減価償却累計額 -335,867,912

        工作物 13,369,400,491

        工作物減価償却累計額 -7,703,342,581

        その他 455,775

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 342,968,263

      物品 1,271,605,711

      物品減価償却累計額 -954,111,823

    無形固定資産 860,550,568

      ソフトウェア 7,128,526

      その他 853,422,042

    投資その他の資産 1,272,842,737

      投資及び出資金 21,380,888

        有価証券 12,850,000

        出資金 8,530,888

        その他 -

      長期延滞債権 136,727,182

      長期貸付金 1,808,214

      基金 1,115,801,968

        減債基金 37,854,966

        その他 1,077,947,002

      その他 915,034

      徴収不能引当金 -3,790,549

  流動資産 1,485,731,781

    現金預金 544,272,128

    未収金 101,053,247

    短期貸付金 74,957

    基金 821,372,228

      財政調整基金 821,372,228

      減債基金 -

    棚卸資産 1,144,723

    その他 19,417,619

    徴収不能引当金 -1,603,121

  繰延資産 - 純資産合計 12,342,628,914

資産合計 18,546,583,391 負債及び純資産合計 18,546,583,391

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 6,153,746,745

    業務費用 2,877,515,958

      人件費 1,045,798,054

        職員給与費 843,875,415

        賞与等引当金繰入額 56,569,255

        退職手当引当金繰入額 10,135,349

        その他 135,218,035

      物件費等 1,749,986,774

        物件費 1,002,803,014

        維持補修費 70,177,381

        減価償却費 676,994,341

        その他 12,038

      その他の業務費用 81,731,130

        支払利息 27,737,966

        徴収不能引当金繰入額 3,629,636

        その他 50,363,528

    移転費用 3,276,230,787

      補助金等 2,969,605,641

      社会保障給付 284,525,122

      その他 22,100,024

  経常収益 658,388,837

    使用料及び手数料 323,040,955

    その他 335,347,882

純経常行政コスト 5,495,357,908

  臨時損失 257,209,561

    災害復旧事業費 2,084,648

    資産除売却損 4

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 255,124,909

  臨時利益 265,489,056

    資産売却益 10,479,473

    その他 255,009,583

純行政コスト 5,487,078,413



【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 12,477,465,504 16,855,763,602 -4,382,320,255 4,022,157

  純行政コスト（△） -5,487,078,413 -5,487,078,413 -

  財源 5,397,689,208 5,397,689,208 -

    税収等 3,313,227,971 3,313,227,971 -

    国県等補助金 2,084,461,237 2,084,461,237 -

  本年度差額 -89,389,205 -89,389,205 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,138,499,170 -1,138,499,170

    有形固定資産等の増加 2,128,076,776 -2,128,076,776

    有形固定資産等の減少 -764,342,991 764,342,991

    貸付金・基金等の増加 936,357,096 -936,357,096

    貸付金・基金等の減少 -1,161,591,711 1,161,591,711

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 770,724 770,724

  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 -50,716,315 -116,201,074 65,484,759 -

  その他 4,498,206 3,466,373 1,031,833

  本年度純資産変動額 -134,836,590 1,026,535,193 -1,161,371,783 -

本年度末純資産残高 12,342,628,914 17,882,298,795 -5,543,692,038 4,022,157

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 5,375,912,316

    業務費用支出 2,099,737,820

      人件費支出 1,040,160,299

      物件費等支出 989,934,768

      支払利息支出 27,737,966

      その他の支出 41,904,787

    移転費用支出 3,276,174,496

      補助金等支出 2,969,605,588

      社会保障給付支出 284,525,122

      その他の支出 22,043,786

  業務収入 4,685,429,682

    税収等収入 3,290,819,739

    国県等補助金収入 848,135,972

    使用料及び手数料収入 318,926,479

    その他の収入 227,547,492

  臨時支出 3,136,467

    災害復旧事業費支出 2,084,648

    その他の支出 1,051,819

  臨時収入 1,020,557,602

業務活動収支 326,938,501

【投資活動収支】

  投資活動支出 631,893,133

    公共施設等整備費支出 505,450,757

    基金積立金支出 110,240,297

    投資及び出資金支出 15,514,895

    貸付金支出 687,184

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,083,811,322

    国県等補助金収入 660,582,236

    基金取崩収入 407,855,610

    貸付金元金回収収入 282,255

    資産売却収入 14,791,221

    その他の収入 300,000

投資活動収支 451,918,189

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,601,026,029

    地方債等償還支出 412,860,397

    その他の支出 1,188,165,632

  財務活動収入 644,785,182

    地方債等発行収入 644,785,182

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 29,940,171

本年度歳計外現金増減額 -309,748

本年度末歳計外現金残高 29,630,423

本年度末現金預金残高 544,272,128

財務活動収支 -956,240,847

本年度資金収支額 -177,384,157

前年度末資金残高 691,815,739

比例連結割合変更に伴う差額 210,123

本年度末資金残高 514,641,705


