
【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 32,299,520,059   固定負債 6,702,995,044

    有形固定資産 30,851,838,389     地方債等 5,927,584,148

      事業用資産 10,704,154,782     長期未払金 -

        土地 2,459,138,063     退職手当引当金 528,757,000

        立木竹 195,702,200     損失補償等引当金 14,266,000

        建物 20,476,849,737     その他 232,387,896

        建物減価償却累計額 -12,604,394,039   流動負債 825,603,728

        工作物 522,979,389     １年内償還予定地方債等 651,245,044

        工作物減価償却累計額 -346,120,568     未払金 27,443,197

        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 86,110,614

        航空機 -     預り金 1,840,817

        航空機減価償却累計額 -     その他 58,964,056

        その他 - 負債合計 7,528,598,772

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 33,128,924,324

      インフラ資産 19,818,872,791   余剰分（不足分） -7,069,104,503

        土地 1,306,808,915   他団体出資等分 -

        建物 706,670,000

        建物減価償却累計額 -564,942,692

        工作物 51,296,024,722

        工作物減価償却累計額 -32,928,226,154

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 853,798,571

      物品減価償却累計額 -524,987,755

    無形固定資産 70,704,156

      ソフトウェア 70,551,056

      その他 153,100

    投資その他の資産 1,376,977,514

      投資及び出資金 186,277,500

        有価証券 137,450,000

        出資金 48,827,500

        その他 -

      長期延滞債権 75,572,860

      長期貸付金 20,004,000

      基金 1,096,197,154

        減債基金 325,514,580

        その他 770,682,574

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,074,000

  流動資産 1,288,898,534

    現金預金 255,937,432

    未収金 48,480,610

    短期貸付金 -

    基金 829,404,265

      財政調整基金 829,404,265

      減債基金 -

    棚卸資産 155,830,227

    その他 -

    徴収不能引当金 -754,000

  繰延資産 - 純資産合計 26,059,819,821

資産合計 33,588,418,593 負債及び純資産合計 33,588,418,593

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）

全体会計行政コスト計算書
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 8,359,504,257

    業務費用 4,431,976,400

      人件費 1,381,984,207

        職員給与費 1,058,281,373

        賞与等引当金繰入額 86,110,614

        退職手当引当金繰入額 22,048,248

        その他 215,543,972

      物件費等 2,968,201,495

        物件費 1,077,353,128

        維持補修費 182,414,609

        減価償却費 1,705,360,926

        その他 3,072,832

      その他の業務費用 81,790,698

        支払利息 9,080,318

        徴収不能引当金繰入額 465,000

        その他 72,245,380

    移転費用 3,927,527,857

      補助金等 3,455,707,253

      社会保障給付 465,566,204

      その他 6,254,400

  経常収益 940,143,089

    使用料及び手数料 397,148,747

    その他 542,994,342

純経常行政コスト 7,419,361,168

  臨時損失 -111,798,255

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,107,004

    損失補償等引当金繰入額 -134,894,000

    その他 988,741

  臨時利益 304,597,491

    資産売却益 120,710,887

    その他 183,886,604

純行政コスト 7,002,965,422



【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 27,173,866,923 34,499,102,370 -7,325,235,447 -

  純行政コスト（△） -7,002,965,422 -7,002,965,422 -

  財源 5,871,034,520 5,871,034,520 -

    税収等 3,784,372,667 3,784,372,667 -

    国県等補助金 2,086,661,853 2,086,661,853 -

  本年度差額 -1,131,930,902 -1,131,930,902 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,355,745,844 1,355,745,844

    有形固定資産等の増加 282,626,293 -282,626,293

    有形固定資産等の減少 -1,705,592,951 1,705,592,951

    貸付金・基金等の増加 412,556,795 -412,556,795

    貸付金・基金等の減少 -345,335,981 345,335,981

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,674,800 7,674,800

  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 10,209,000 - 10,209,000

  本年度純資産変動額 -1,114,047,102 -1,348,071,044 234,023,942 -

本年度末純資産残高 26,059,819,821 33,151,031,326 -7,091,211,505 -

全体会計純資産変動計算書
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）

全体会計資金収支計算書
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 6,648,838,710

    業務費用支出 2,721,310,853

      人件費支出 1,377,887,298

      物件費等支出 1,330,895,626

      支払利息支出 9,080,318

      その他の支出 3,447,611

    移転費用支出 3,927,527,857

      補助金等支出 3,455,707,253

      社会保障給付支出 465,566,204

      その他の支出 6,254,400

  業務収入 6,491,368,413

    税収等収入 3,780,671,334

    国県等補助金収入 1,780,159,853

    使用料及び手数料収入 390,222,853

    その他の収入 540,314,373

  臨時支出 988,741

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 988,741

  臨時収入 -

業務活動収支 -158,459,038

【投資活動収支】

  投資活動支出 693,201,692

    公共施設等整備費支出 282,626,293

    基金積立金支出 410,270,399

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 305,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 975,668,510

    国県等補助金収入 309,742,000

    基金取崩収入 336,248,000

    貸付金元金回収収入 2,971,000

    資産売却収入 326,707,510

    その他の収入 -

投資活動収支 282,466,818

【財務活動収支】

  財務活動支出 750,260,909

    地方債等償還支出 695,628,199

    その他の支出 54,632,710

  財務活動収入 561,437,000

    地方債等発行収入 561,437,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 255,937,432

財務活動収支 -188,823,909

本年度資金収支額 -64,816,129

前年度末資金残高 320,753,561

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 255,937,432


