
【様式第1号】

（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 8,800,015,154   固定負債 6,822,057,511

    有形固定資産 8,014,326,175     地方債等 6,444,543,599

      事業用資産 5,425,245,457     長期未払金 6,883,448

        土地 1,050,432,351     退職手当引当金 370,227,145

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,282,334,746     その他 403,319

        建物減価償却累計額 △ 8,275,360,315   流動負債 698,752,230

        工作物 589,311,206     １年内償還予定地方債等 630,217,236

        工作物減価償却累計額 △ 354,774,942     未払金 30,900,578

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 660,188

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 36,450,114

        航空機 -     預り金 524,114

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 9,782,245 負債合計 7,520,809,741

        その他減価償却累計額 △ 1,555,739 【純資産の部】

        建設仮勘定 125,075,905   固定資産等形成分 9,295,907,574

      インフラ資産 2,409,488,339   余剰分（不足分） △ 7,251,412,615

        土地 318,422,998   他団体出資等分 212,224

        建物 15,011,880

        建物減価償却累計額 △ 548,949

        工作物 8,139,391,362

        工作物減価償却累計額 △ 6,124,421,952

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 61,633,000

      物品 761,227,147

      物品減価償却累計額 △ 581,634,768

    無形固定資産 2,283,588

      ソフトウェア 1,918,888

      その他 364,700

    投資その他の資産 783,405,391

      投資及び出資金 62,986,329

        有価証券 -

        出資金 62,986,329

        その他 -

      長期延滞債権 185,998,866

      長期貸付金 27,292,500

      基金 517,290,258

        減債基金 -

        その他 517,290,258

      その他 88,720

      徴収不能引当金 △ 10,251,282

  流動資産 765,501,770

    現金預金 235,064,324

    未収金 30,802,170

    短期貸付金 -

    基金 495,892,420

      財政調整基金 411,748,957

      減債基金 84,143,463

    棚卸資産 4,618,540

    その他 71,228

    徴収不能引当金 △ 946,912

  繰延資産 - 純資産合計 2,044,707,183

資産合計 9,565,516,924 負債及び純資産合計 9,565,516,924

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 3,775,755,786

    業務費用 2,288,845,831

      人件費 668,812,042

        職員給与費 578,980,320

        賞与等引当金繰入額 36,450,114

        退職手当引当金繰入額 △ 12,078,000

        その他 65,459,608

      物件費等 1,424,794,802

        物件費 738,016,244

        維持補修費 73,766,860

        減価償却費 475,522,870

        その他 137,488,828

      その他の業務費用 195,238,987

        支払利息 72,435,785

        徴収不能引当金繰入額 10,612,855

        その他 112,190,347

    移転費用 1,486,909,955

      補助金等 1,376,341,291

      社会保障給付 97,624,208

      その他 12,944,456

  経常収益 365,851,878

    使用料及び手数料 173,286,017

    その他 192,565,861

純経常行政コスト 3,409,903,908

  臨時損失 8,300

    災害復旧事業費 8,300

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 433,288

    資産売却益 433,288

    その他 -

純行政コスト 3,409,478,920



【様式第3号】

（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 2,031,760,926 9,317,190,726 △ 7,285,671,196 241,396

  純行政コスト（△） △ 3,409,478,920 △ 3,409,429,947 △ 48,973

  財源 3,424,686,015 3,424,666,214 19,801

    税収等 2,259,303,647 2,259,303,647 -

    国県等補助金 1,165,382,368 1,165,362,567 19,801

  本年度差額 15,207,095 15,236,267 △ 29,172

  固定資産等の変動（内部変動） △ 16,364,768 16,364,768

    有形固定資産等の増加 550,855,599 △ 550,855,599

    有形固定資産等の減少 △ 476,633,571 476,633,571

    貸付金・基金等の増加 257,745,381 △ 257,745,381

    貸付金・基金等の減少 △ 348,332,177 348,332,177

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 △ 2,093,513 △ 156,303,457 154,209,944 -

  その他 △ 167,325 151,385,073 △ 151,552,398

  本年度純資産変動額 12,946,257 △ 21,283,152 34,258,581 △ 29,172

本年度末純資産残高 2,044,707,183 9,295,907,574 △ 7,251,412,615 212,224

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】

（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 3,263,140,778

    業務費用支出 1,776,020,823

      人件費支出 682,292,294

      物件費等支出 951,251,892

      支払利息支出 72,435,785

      その他の支出 70,040,852

    移転費用支出 1,487,119,955

      補助金等支出 1,376,551,291

      社会保障給付支出 97,624,208

      その他の支出 12,944,456

  業務収入 3,556,587,562

    税収等収入 2,259,359,322

    国県等補助金収入 944,107,281

    使用料及び手数料収入 165,337,858

    その他の収入 187,783,101

  臨時支出 8,300

    災害復旧事業費支出 8,300

    その他の支出 -

  臨時収入 70,114,818

業務活動収支 363,553,302

【投資活動収支】

  投資活動支出 610,237,445

    公共施設等整備費支出 550,855,599

    基金積立金支出 49,381,846

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 255,571,230

    国県等補助金収入 152,077,047

    基金取崩収入 93,097,424

    貸付金元金回収収入 10,000,000

    資産売却収入 396,759

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 354,666,215

【財務活動収支】

  財務活動支出 573,590,825

    地方債等償還支出 573,590,825

    その他の支出 -

  財務活動収入 483,428,150

    地方債等発行収入 483,428,150

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 334,117

本年度歳計外現金増減額 △ 2,189

本年度末歳計外現金残高 331,928

本年度末現金預金残高 235,064,324

財務活動収支 △ 90,162,675

本年度資金収支額 △ 81,275,588

前年度末資金残高 315,533,962

比例連結割合変更に伴う差額 474,022

本年度末資金残高 234,732,396


