
【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 40,726,672,673   固定負債 16,625,884,295

    有形固定資産 37,572,709,476     地方債等 14,566,492,573

      事業用資産 14,967,116,150     長期未払金 -

        土地 4,571,573,488     退職手当引当金 1,049,741,056

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,009,650,666

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,659,517,077

        建物 21,361,916,980     １年内償還予定地方債等 1,292,017,028

        建物減価償却累計額 -11,369,081,485     未払金 156,338,323

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,110,026,337     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -761,464,684     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 157,274,117

        船舶 -     預り金 50,813,030

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,074,579

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 18,285,401,372

        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 41,594,321,422

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -16,377,685,883

        航空機 -   他団体出資等分 12,808,411

        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 54,145,514

      インフラ資産 21,940,489,275

        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 39,574,957,784

        工作物減価償却累計額 -21,631,987,644

        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 2,648,322,308

      物品減価償却累計額 -1,983,218,257

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 18,655,975

      ソフトウェア 18,655,975

      その他 -

    投資その他の資産 3,135,307,222

      投資及び出資金 510,116,208

        有価証券 10,000

        出資金 112,535,323

        その他 397,570,885

      長期延滞債権 113,803,780

      長期貸付金 23,713,529

      基金 2,490,141,056

        減債基金 -

        その他 2,490,141,056

      その他 5,500,000

      徴収不能引当金 -7,967,351

  流動資産 2,788,172,649

    現金預金 1,600,529,717

    未収金 297,140,697

    短期貸付金 416,077

    基金 867,232,672

      財政調整基金 760,885,185

      減債基金 106,347,487

    棚卸資産 24,811,673

    その他 430,647

    徴収不能引当金 -2,388,834

  繰延資産 - 純資産合計 25,229,443,950

資産合計 43,514,845,322 負債及び純資産合計 43,514,845,322

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 13,475,340,812

    業務費用 7,030,635,360

      人件費 2,651,675,724

        職員給与費 2,228,707,209

        賞与等引当金繰入額 294,771,218

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 128,197,297

      物件費等 3,541,661,602

        物件費 1,945,047,579

        維持補修費 169,509,270

        減価償却費 1,427,104,753

        その他 -

      その他の業務費用 837,298,034

        支払利息 213,001,111

        徴収不能引当金繰入額 7,916,363

        その他 616,380,560

    移転費用 6,444,705,452

      補助金等 5,635,020,864

      社会保障給付 777,492,467

      その他 32,192,121

  経常収益 3,014,148,208

    使用料及び手数料 2,114,985,911

    その他 899,162,297

純経常行政コスト 10,461,192,604

  臨時損失 20,170,522

    災害復旧事業費 8,668,120

    資産除売却損 1,656,404

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,845,998

  臨時利益 3,252,021

    資産売却益 3,252,021

    その他 -

純行政コスト 10,478,111,105



【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 24,881,881,749 41,653,253,269 -16,781,385,057 10,013,537

  純行政コスト（△） -10,478,111,105 -10,480,905,979 2,794,874

  財源 10,436,277,505 10,436,277,505 -

    税収等 6,077,323,982 6,077,323,982 -

    国県等補助金 4,358,953,523 4,358,953,523 -

  本年度差額 -41,833,600 -44,628,474 2,794,874

  固定資産等の変動（内部変動） -443,553,551 443,553,551

    有形固定資産等の増加 1,132,878,464 -1,132,878,464

    有形固定資産等の減少 -1,428,733,185 1,428,733,185

    貸付金・基金等の増加 400,895,772 -400,895,772

    貸付金・基金等の減少 -548,594,602 548,594,602

  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 -1,376,050 -7,062,747 5,686,697 -

  その他 462,910,203 463,822,803 -912,600

  本年度純資産変動額 347,562,201 -58,931,847 403,699,174 2,794,874

本年度末純資産残高 25,229,443,950 41,594,321,422 -16,377,685,883 12,808,411

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 12,016,006,892

    業務費用支出 5,572,799,740

      人件費支出 2,647,353,724

      物件費等支出 2,098,817,309

      支払利息支出 213,001,111

      その他の支出 613,627,596

    移転費用支出 6,443,207,152

      補助金等支出 5,635,020,864

      社会保障給付支出 777,492,467

      その他の支出 30,693,821

  業務収入 13,158,084,918

    税収等収入 6,017,206,102

    国県等補助金収入 4,203,167,660

    使用料及び手数料収入 2,118,209,363

    その他の収入 819,501,793

  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 1,141,801,906

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,550,877,199

    公共施設等整備費支出 1,138,162,350

    基金積立金支出 393,314,849

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 19,400,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 732,130,752

    国県等補助金収入 138,712,830

    基金取崩収入 523,590,670

    貸付金元金回収収入 13,909,689

    資産売却収入 4,901,021

    その他の収入 51,016,542

投資活動収支 -818,746,447

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,340,821,571

    地方債等償還支出 1,339,454,291

    その他の支出 1,367,280

  財務活動収入 1,062,284,900

    地方債等発行収入 1,062,284,900

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 43,585,426

本年度歳計外現金増減額 -291,255

本年度末歳計外現金残高 43,294,171

本年度末現金預金残高 1,600,529,717

財務活動収支 -278,536,671

本年度資金収支額 44,518,788

前年度末資金残高 1,513,117,494

比例連結割合変更に伴う差額 -400,736

本年度末資金残高 1,557,235,546


