
【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 17,900,442,388   固定負債 3,437,524,284

    有形固定資産 15,208,921,048     地方債等 3,075,747,509

      事業用資産 3,078,937,335     長期未払金 -

        土地 1,493,171,567     退職手当引当金 361,216,243

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,569,362,549     その他 560,532

        建物減価償却累計額 -3,210,790,288   流動負債 637,068,882

        工作物 879,084,594     １年内償還予定地方債等 390,918,232

        工作物減価償却累計額 -688,556,370     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 47,760,755

        航空機 -     預り金 198,389,895

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 277,283,550 負債合計 4,074,593,166

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

        建設仮勘定 24,648,857   固定資産等形成分 19,121,896,665

      インフラ資産 12,026,228,414   余剰分（不足分） -3,349,098,508

        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 363,117,674

      物品減価償却累計額 -259,362,375

    無形固定資産 544,233

      ソフトウェア 544,233

      その他 -

    投資その他の資産 2,690,977,107

      投資及び出資金 662,321,373

        有価証券 253,000

        出資金 662,068,373

        その他 -

      長期延滞債権 112,688,582

      長期貸付金 -

      基金 1,916,801,734

        減債基金 -

        その他 1,916,801,734

      その他 -

      徴収不能引当金 -834,582

  流動資産 1,946,948,935

    現金預金 687,611,920

    未収金 38,012,678

    短期貸付金 -

    基金 1,221,454,277

      財政調整基金 1,133,550,773

      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 15,772,798,157

資産合計 19,847,391,323 負債及び純資産合計 19,847,391,323

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）

    資産売却益 3,787

    その他 -

純行政コスト 4,073,783,708

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 3,787

  臨時損失 3,605,540

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,605,540

    使用料及び手数料 112,697,694

    その他 44,130,308

純経常行政コスト 4,070,181,955

      社会保障給付 225,114,409

      その他 7,353,812

  経常収益 156,828,002

        その他 28,817,987

    移転費用 1,766,738,085

      補助金等 1,534,269,864

      その他の業務費用 77,660,205

        支払利息 48,159,184

        徴収不能引当金繰入額 683,034

        維持補修費 163,218,564

        減価償却費 713,953,332

        その他 -

        その他 148,276,940

      物件費等 1,656,908,095

        物件費 779,736,199

        職員給与費 529,665,877

        賞与等引当金繰入額 47,760,755

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,227,009,957

    業務費用 2,460,271,872

      人件費 725,703,572

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：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 15,979,230,737 19,746,837,398 -3,767,606,661 -

  純行政コスト（△） -4,073,783,708 -4,073,783,708 -

  財源 3,861,296,392 3,861,296,392 -

    税収等 2,363,376,014 2,363,376,014 -

    国県等補助金 1,497,920,378 1,497,920,378 -

  本年度差額 -212,487,316 -212,487,316 -

  固定資産等の変動（内部変動） -630,995,469 630,995,469

    有形固定資産等の増加 242,849,920 -242,849,920

    有形固定資産等の減少 -754,405,534 754,405,534

    貸付金・基金等の増加 162,302,471 -162,302,471

    貸付金・基金等の減少 -281,742,326 281,742,326

  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 -393,000 -393,000 -

  本年度純資産変動額 -206,432,580 -624,940,733 418,508,153 -

本年度末純資産残高 15,772,798,157 19,121,896,665 -3,349,098,508 -

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）

前年度末歳計外現金残高 161,473,095

本年度歳計外現金増減額 36,916,800

本年度末歳計外現金残高 198,389,895

本年度末現金預金残高 687,611,920

財務活動収支 -233,546,782

本年度資金収支額 63,950,373

前年度末資金残高 425,271,652

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 489,222,025

    地方債等償還支出 384,718,832

    その他の支出 -

  財務活動収入 151,172,050

    地方債等発行収入 151,172,050

    その他の収入 -

    資産売却収入 3,841

    その他の収入 -

投資活動収支 -46,016,877

【財務活動収支】

  財務活動支出 384,718,832

    その他の支出 -

  投資活動収入 307,078,149

    国県等補助金収入 41,469,240

    基金取崩収入 262,505,068

    貸付金元金回収収入 3,100,000

  投資活動支出 353,095,026

    公共施設等整備費支出 205,444,534

    基金積立金支出 144,650,492

    投資及び出資金支出 -

    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 343,514,032

【投資活動収支】

    税収等収入 2,363,304,230

    国県等補助金収入 1,435,278,934

    使用料及び手数料収入 110,879,813

    その他の収入 41,569,985

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,828,169,229

      補助金等支出 1,595,701,008

      社会保障給付支出 225,114,409

      その他の支出 7,353,812

  業務収入 3,951,032,962

    業務費用支出 1,779,349,701

      人件費支出 715,220,434

      物件費等支出 987,239,717

      支払利息支出 48,159,184

      その他の支出 28,730,366

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 3,607,518,930


