
【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 17,704,110,703   固定負債 3,380,066,716

    有形固定資産 15,047,178,953     地方債等 3,051,700,716

      事業用資産 2,933,485,724     長期未払金 -

        土地 1,484,075,141     退職手当引当金 328,366,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,402,784,736     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,108,815,759   流動負債 625,528,895

        工作物 390,817,613     １年内償還予定地方債等 386,316,422

        工作物減価償却累計額 -255,122,833     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 41,459,494

        航空機 -     預り金 197,752,979

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 277,283,550 負債合計 4,005,595,611

        その他減価償却累計額 -265,267,124 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,730,400   固定資産等形成分 18,920,862,734

      インフラ資産 12,026,228,414   余剰分（不足分） -3,344,524,035

        土地 502,067,030   他団体出資等分 -

        建物 540,000

        建物減価償却累計額 -392,040

        工作物 26,681,567,208

        工作物減価償却累計額 -15,429,740,827

        その他 445,428,254

        その他減価償却累計額 -233,003,471

        建設仮勘定 59,762,260

      物品 298,121,574

      物品減価償却累計額 -210,656,759

    無形固定資産 1

      ソフトウェア 1

      その他 -

    投資その他の資産 2,656,931,749

      投資及び出資金 662,714,373

        有価証券 253,000

        出資金 662,461,373

        その他 -

      長期延滞債権 112,654,110

      長期貸付金 -

      基金 1,882,397,848

        減債基金 -

        その他 1,882,397,848

      その他 -

      徴収不能引当金 -834,582

  流動資産 1,877,823,607

    現金預金 644,397,387

    未収金 16,804,129

    短期貸付金 -

    基金 1,216,752,031

      財政調整基金 1,128,848,527

      減債基金 87,903,504

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -129,940

  繰延資産 - 純資産合計 15,576,338,699

資産合計 19,581,934,310 負債及び純資産合計 19,581,934,310

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）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 3,606,524,758

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 3,439,761

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,439,761

    使用料及び手数料 153,793,269

    その他 46,901,310

純経常行政コスト 3,603,084,997

      社会保障給付 223,872,146

      その他 6,735,732

  経常収益 200,694,579

        その他 15,365,970

    移転費用 1,477,861,489

      補助金等 1,247,253,611

      その他の業務費用 64,191,161

        支払利息 48,142,157

        徴収不能引当金繰入額 683,034

        維持補修費 152,174,553

        減価償却費 695,157,682

        その他 -

        その他 143,389,202

      物件費等 1,617,912,279

        物件費 770,580,044

        職員給与費 458,965,951

        賞与等引当金繰入額 41,459,494

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,803,779,576

    業務費用 2,325,918,087

      人件費 643,814,647

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



【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 15,825,779,206 19,568,156,386 -3,742,377,180 -

  純行政コスト（△） -3,606,524,758 -3,606,524,758 -

  財源 3,350,636,515 3,350,636,515 -

    税収等 2,366,482,666 2,366,482,666 -

    国県等補助金 984,153,849 984,153,849 -

  本年度差額 -255,888,243 -255,888,243 -

  固定資産等の変動（内部変動） -653,741,388 653,741,388

    有形固定資産等の増加 200,696,224 -200,696,224

    有形固定資産等の減少 -735,482,390 735,482,390

    貸付金・基金等の増加 154,070,689 -154,070,689

    貸付金・基金等の減少 -273,025,911 273,025,911

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,447,736 6,447,736

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -249,440,507 -647,293,652 397,853,145 -

本年度末純資産残高 15,576,338,699 18,920,862,734 -3,344,524,035 -

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）

前年度末歳計外現金残高 161,470,640

本年度歳計外現金増減額 36,282,339

本年度末歳計外現金残高 197,752,979

本年度末現金預金残高 644,397,387

財務活動収支 -240,464,045

本年度資金収支額 59,640,815

前年度末資金残高 387,003,593

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 446,644,408

    地方債等償還支出 381,015,045

    その他の支出 -

  財務活動収入 140,551,000

    地方債等発行収入 140,551,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,882,870

【財務活動収支】

  財務活動支出 381,015,045

    その他の支出 -

  投資活動収入 298,347,117

    国県等補助金収入 41,469,240

    基金取崩収入 253,777,877

    貸付金元金回収収入 3,100,000

  投資活動支出 303,229,987

    公共施設等整備費支出 163,418,277

    基金積立金支出 136,418,710

    投資及び出資金支出 393,000

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 304,987,730

【投資活動収支】

    税収等収入 2,366,410,882

    国県等補助金収入 942,684,609

    使用料及び手数料収入 151,975,388

    その他の収入 46,901,310

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,539,292,633

      補助金等支出 1,308,684,755

      社会保障給付支出 223,872,146

      その他の支出 6,735,732

  業務収入 3,507,972,189

    業務費用支出 1,663,691,826

      人件費支出 633,539,002

      物件費等支出 966,732,197

      支払利息支出 48,142,157

      その他の支出 15,278,470

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 3,202,984,459


