
【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 50,953,455,547   固定負債 12,181,129,735

    有形固定資産 46,057,468,218     地方債等 10,247,786,121

      事業用資産 15,231,179,693     長期未払金 1,295,116

        土地 10,732,795,833     退職手当引当金 1,331,380,749

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 600,667,749

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,499,584,231

        建物 14,462,499,839     １年内償還予定地方債等 917,173,668

        建物減価償却累計額 -10,057,819,143     未払金 277,696,947

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 270,325,855     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -177,942,691     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 136,197,677

        船舶 -     預り金 151,142,667

        船舶減価償却累計額 -     その他 17,373,272

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,680,713,966

        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 53,357,522,954

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,371,138,157

        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 1,320,000

      インフラ資産 28,968,806,305

        土地 10,567,006,808

        土地減損損失累計額 -

        建物 320,258,683

        建物減価償却累計額 -267,365,073

        建物減損損失累計額 -

        工作物 44,439,814,970

        工作物減価償却累計額 -26,302,154,536

        工作物減損損失累計額 -

        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 211,245,453

      物品 4,529,212,943

      物品減価償却累計額 -2,671,730,723

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 26,802,546

      ソフトウェア 25,276,630

      その他 1,525,916

    投資その他の資産 4,869,184,783

      投資及び出資金 125,881,288

        有価証券 100,249,188

        出資金 25,632,100

        その他 -

      長期延滞債権 34,638,691

      長期貸付金 -

      基金 4,711,280,718

        減債基金 -

        その他 4,711,280,718

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,615,914

  流動資産 4,713,643,216

    現金預金 2,248,292,950

    未収金 56,349,993

    短期貸付金 -

    基金 2,404,067,407

      財政調整基金 2,254,728,485

      減債基金 149,338,922

    棚卸資産 6,641,764

    その他 141,530

    徴収不能引当金 -1,850,428

  繰延資産 - 純資産合計 41,986,384,797

資産合計 55,667,098,763 負債及び純資産合計 55,667,098,763

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 15,313,816,608

    業務費用 6,550,013,318

      人件費 1,884,659,557

        職員給与費 1,632,823,445

        賞与等引当金繰入額 136,197,677

        退職手当引当金繰入額 4,655,290

        その他 110,983,145

      物件費等 4,384,961,905

        物件費 2,659,888,829

        維持補修費 354,011,015

        減価償却費 1,369,849,534

        その他 1,212,527

      その他の業務費用 280,391,856

        支払利息 116,657,308

        徴収不能引当金繰入額 2,059,193

        その他 161,675,355

    移転費用 8,763,803,290

      補助金等 7,513,099,440

      社会保障給付 1,234,015,940

      その他 16,687,910

  経常収益 1,112,546,974

    使用料及び手数料 856,228,685

    その他 256,318,289

純経常行政コスト 14,201,269,634

  臨時損失 1,173,745

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 952,852

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 220,893

  臨時利益 2,604,518

    資産売却益 2,137,888

    その他 466,630

純行政コスト 14,199,838,861



【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 42,537,334,805 53,043,820,968 -10,506,486,163 -

  純行政コスト（△） -14,199,838,861 -14,199,838,861 -

  財源 13,634,208,152 13,634,208,152 -

    税収等 7,275,559,753 7,275,559,753 -

    国県等補助金 6,358,648,399 6,358,648,399 -

  本年度差額 -565,630,709 -565,630,709 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 -

  無償所管換等 10,849,079

  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 17,050,498 -

  その他 -13,218,876

  本年度純資産変動額 -550,950,008 313,701,986 -864,651,994 -

本年度末純資産残高 41,986,384,797 53,357,522,954 -11,371,138,157 -

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 13,699,127,340

    業務費用支出 4,935,324,050

      人件費支出 1,654,796,342

      物件費等支出 3,022,191,472

      支払利息支出 116,657,308

      その他の支出 141,678,928

    移転費用支出 8,763,803,290

      補助金等支出 7,513,099,440

      社会保障給付支出 1,234,015,940

      その他の支出 16,687,910

  業務収入 14,452,530,112

    税収等収入 7,241,479,648

    国県等補助金収入 6,113,993,728

    使用料及び手数料収入 843,774,560

    その他の収入 253,282,176

  臨時支出 100,010

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 100,010

  臨時収入 234,985

業務活動収支 753,537,747

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,045,505,576

    公共施設等整備費支出 1,757,030,602

    基金積立金支出 174,822,974

    投資及び出資金支出 113,652,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 380,078,903

    国県等補助金収入 244,654,672

    基金取崩収入 124,657,199

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 2,235,387

    その他の収入 8,531,645

投資活動収支 -1,665,426,673

【財務活動収支】

  財務活動支出 950,055,354

    地方債等償還支出 915,491,682

    その他の支出 34,563,672

  財務活動収入 1,810,798,800

    地方債等発行収入 1,810,798,800

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 89,845,322

本年度歳計外現金増減額 61,297,345

本年度末歳計外現金残高 151,142,667

本年度末現金預金残高 2,248,292,950

財務活動収支 860,743,446

本年度資金収支額 -51,145,480

前年度末資金残高 2,143,383,047

比例連結割合変更に伴う差額 4,912,716

本年度末資金残高 2,097,150,283


