
【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 39,917,189,893   固定負債 16,429,973,362

    有形固定資産 37,149,028,561     地方債等 14,450,908,250

      事業用資産 14,589,399,289     長期未払金 -

        土地 4,487,933,448     退職手当引当金 970,790,995

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,008,274,117

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,593,411,618

        建物 20,799,496,762     １年内償還予定地方債等 1,270,940,079

        建物減価償却累計額 -10,985,268,782     未払金 123,412,251

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 665,796,490     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -378,558,629     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 147,535,359

        船舶 -     預り金 49,689,061

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,834,868

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,023,384,980

        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 40,779,773,957

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -16,217,278,212

        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 21,914,430,074

        土地 1,569,755,731

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,690,015,126

        建物減価償却累計額 -1,321,993,402

        建物減損損失累計額 -

        工作物 39,507,194,912

        工作物減価償却累計額 -21,590,283,973

        工作物減損損失累計額 -

        その他 148,850

        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 59,592,830

      物品 2,531,540,574

      物品減価償却累計額 -1,886,341,376

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 18,000,673

      ソフトウェア 18,000,673

      その他 -

    投資その他の資産 2,750,160,659

      投資及び出資金 257,639,456

        有価証券 -

        出資金 112,221,823

        その他 145,417,633

      長期延滞債権 113,544,734

      長期貸付金 23,713,529

      基金 2,363,230,291

        減債基金 -

        その他 2,363,230,291

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,967,351

  流動資産 2,668,690,832

    現金預金 1,496,482,819

    未収金 288,330,206

    短期貸付金 416,077

    基金 862,167,987

      財政調整基金 755,820,500

      減債基金 106,347,487

    棚卸資産 23,682,577

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,388,834

  繰延資産 - 純資産合計 24,562,495,745

資産合計 42,585,880,725 負債及び純資産合計 42,585,880,725

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 11,142,313,907

    業務費用 6,160,503,784

      人件費 2,454,170,302

        職員給与費 2,042,921,800

        賞与等引当金繰入額 285,032,460

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 126,216,042

      物件費等 3,379,651,463

        物件費 1,822,085,831

        維持補修費 155,979,371

        減価償却費 1,401,586,261

        その他 -

      その他の業務費用 326,682,019

        支払利息 212,516,636

        徴収不能引当金繰入額 7,916,363

        その他 106,249,020

    移転費用 4,981,810,123

      補助金等 4,175,705,356

      社会保障給付 777,492,467

      その他 28,612,300

  経常収益 2,440,553,107

    使用料及び手数料 2,114,093,362

    その他 326,459,745

純経常行政コスト 8,701,760,800

  臨時損失 15,125,346

    災害復旧事業費 8,668,120

    資産除売却損 1,507,226

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,950,000

  臨時利益 298,081

    資産売却益 298,081

    その他 -

純行政コスト 8,716,588,065



【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 24,597,332,534 41,213,597,087 -16,616,264,553 -

  純行政コスト（△） -8,716,588,065 -8,716,588,065 -

  財源 8,609,382,677 8,609,382,677 -

    税収等 5,539,867,886 5,539,867,886 -

    国県等補助金 3,069,514,791 3,069,514,791 -

  本年度差額 -107,205,388 -107,205,388 -

  固定資産等の変動（内部変動） -507,104,329 507,104,329

    有形固定資産等の増加 1,043,997,982 -1,043,997,982

    有形固定資産等の減少 -1,403,093,487 1,403,093,487

    貸付金・基金等の増加 395,249,120 -395,249,120

    貸付金・基金等の減少 -543,257,944 543,257,944

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -72,138,352 -72,138,352

  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 144,506,951 145,419,551 -912,600

  本年度純資産変動額 -34,836,789 -433,823,130 398,986,341 -

本年度末純資産残高 24,562,495,745 40,779,773,957 -16,217,278,212 -

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 9,703,551,327

    業務費用支出 4,723,184,004

      人件費支出 2,449,666,208

      物件費等支出 1,960,795,994

      支払利息支出 212,516,636

      その他の支出 100,205,166

    移転費用支出 4,980,367,323

      補助金等支出 4,175,705,356

      社会保障給付支出 777,492,467

      その他の支出 27,169,500

  業務収入 10,841,572,352

    税収等収入 5,530,002,905

    国県等補助金収入 2,938,896,581

    使用料及び手数料収入 2,117,316,814

    その他の収入 255,356,052

  臨時支出 8,668,120

    災害復旧事業費支出 8,668,120

    その他の支出 -

  臨時収入 8,392,000

業務活動収支 1,137,744,905

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,439,733,281

    公共施設等整備費支出 1,045,256,959

    基金積立金支出 376,576,322

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 17,900,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 630,395,106

    国県等補助金収入 113,545,177

    基金取崩収入 500,229,515

    貸付金元金回収収入 13,909,689

    資産売却収入 1,947,081

    その他の収入 763,644

投資活動収支 -809,338,175

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,320,954,507

    地方債等償還支出 1,319,587,227

    その他の支出 1,367,280

  財務活動収入 1,033,206,000

    地方債等発行収入 1,033,206,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 43,045,584

本年度歳計外現金増減額 -252,473

本年度末歳計外現金残高 42,793,111

本年度末現金預金残高 1,496,482,819

財務活動収支 -287,748,507

本年度資金収支額 40,658,223

前年度末資金残高 1,413,031,485

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,453,689,708


