
【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 232,072,153,875   固定負債 69,308,157,925

    有形固定資産 222,195,797,113     地方債等 31,953,946,182

      事業用資産 91,570,272,544     長期未払金 124,943,984

        土地 49,744,490,409     退職手当引当金 7,396,615,865

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 26,185,680     その他 29,832,651,894

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,024,724,151

        建物 102,574,780,100     １年内償還予定地方債等 4,906,056,091

        建物減価償却累計額 -63,761,077,623     未払金 2,050,267,896

        建物減損損失累計額 -     未払費用 2,590,146

        工作物 6,583,847,136     前受金 80,000

        工作物減価償却累計額 -4,476,262,146     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 878,730,035

        船舶 -     預り金 1,185,943,569

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,056,414

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 78,332,882,076

        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 236,213,251,477

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -62,994,757,332

        航空機 -   他団体出資等分 183,835,344

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,008,383,400

        その他減価償却累計額 -712,483,490

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 582,409,078

      インフラ資産 125,557,777,554

        土地 38,112,702,198

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,440,134,220

        建物減価償却累計額 -1,085,465,090

        建物減損損失累計額 -

        工作物 125,750,728,791

        工作物減価償却累計額 -58,356,377,357

        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 14,696,054,792

      物品 16,931,783,841

      物品減価償却累計額 -11,864,036,826

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,868,892,544

      ソフトウェア 103,738,060

      その他 2,765,154,484

    投資その他の資産 7,007,464,218

      投資及び出資金 95,052,770

        有価証券 -

        出資金 95,052,770

        その他 -

      長期延滞債権 399,407,303

      長期貸付金 98,940,000

      基金 6,457,527,036

        減債基金 39,763,932

        その他 6,417,763,104

      その他 15,007,090

      徴収不能引当金 -58,469,981

  流動資産 19,663,057,690

    現金預金 10,658,022,056

    未収金 3,102,399,998

    短期貸付金 -

    基金 4,141,097,602

      財政調整基金 4,141,097,602

      減債基金 -

    棚卸資産 1,835,320,515

    その他 12,454,000

    徴収不能引当金 -86,236,481

  繰延資産 - 純資産合計 173,402,329,489

資産合計 251,735,211,565 負債及び純資産合計 251,735,211,565

貸借対照表（連結会計）
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

行政コスト計算書（連結会計）
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 80,339,276,675

    業務費用 39,280,535,661

      人件費 14,213,846,545

        職員給与費 10,547,068,983

        賞与等引当金繰入額 871,018,367

        退職手当引当金繰入額 403,795,103

        その他 2,391,964,092

      物件費等 23,060,868,197

        物件費 13,655,507,862

        維持補修費 1,056,376,631

        減価償却費 6,645,403,187

        その他 1,703,580,517

      その他の業務費用 2,005,820,919

        支払利息 608,847,796

        徴収不能引当金繰入額 50,989,775

        その他 1,345,983,348

    移転費用 41,058,741,014

      補助金等 799,576,544

      社会保障給付 39,562,860,758

      その他 696,303,712

  経常収益 21,281,255,538

    使用料及び手数料 17,941,501,286

    その他 3,339,754,252

純経常行政コスト 59,058,021,137

  臨時損失 41,218,614

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 718,992

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 40,499,622

  臨時利益 49,455,783

    資産売却益 34,220,265

    その他 15,235,518

純行政コスト 59,049,783,968



【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 168,734,340,436 237,865,940,355 -69,315,091,606 183,491,687

  純行政コスト（△） -59,049,783,968 -59,050,127,625 343,657

  財源 63,725,120,860 63,725,120,860 -

    税収等 37,431,823,314 37,431,823,314 -

    国県等補助金 26,293,297,546 26,293,297,546 -

  本年度差額 4,675,336,892 4,674,993,235 343,657

  固定資産等の変動（内部変動） -417,897,590 417,897,590

    有形固定資産等の増加 5,867,307,325 -5,867,307,325

    有形固定資産等の減少 -7,414,584,437 7,414,584,437

    貸付金・基金等の増加 1,974,566,152 -1,974,566,152

    貸付金・基金等の減少 -845,186,630 845,186,630

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 31,286,626 31,286,626

  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 -10,012,038 25,061,772 -35,073,810 -

  その他 -28,622,427 -1,291,139,686 1,262,517,259

  本年度純資産変動額 4,667,989,053 -1,652,688,878 6,320,334,274 343,657

本年度末純資産残高 173,402,329,489 236,213,251,477 -62,994,757,332 183,835,344

純資産変動計算書（連結会計）
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）

資金収支計算書（連結会計）
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 72,240,449,682

    業務費用支出 31,181,708,668

      人件費支出 14,224,464,959

      物件費等支出 15,066,581,839

      支払利息支出 608,847,796

      その他の支出 1,281,814,074

    移転費用支出 41,058,741,014

      補助金等支出 799,576,544

      社会保障給付支出 39,562,860,758

      その他の支出 696,303,712

  業務収入 81,963,401,615

    税収等収入 35,951,361,088

    国県等補助金収入 25,146,871,880

    使用料及び手数料収入 17,537,341,968

    その他の収入 3,327,826,679

  臨時支出 40,499,622

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 40,499,622

  臨時収入 -

業務活動収支 9,682,452,311

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,321,910,738

    公共施設等整備費支出 5,838,488,638

    基金積立金支出 353,968,060

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 229,790,000

    その他の支出 899,664,040

  投資活動収入 2,974,881,745

    国県等補助金収入 1,205,214,097

    基金取崩収入 1,037,764,925

    貸付金元金回収収入 232,460,000

    資産売却収入 86,008,883

    その他の収入 413,433,840

投資活動収支 -4,347,028,993

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,170,245,429

    地方債等償還支出 7,957,554,021

    その他の支出 212,691,408

  財務活動収入 3,017,276,949

    地方債等発行収入 3,017,276,949

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 1,212,183,694

本年度歳計外現金増減額 -29,629,991

本年度末歳計外現金残高 1,182,553,703

本年度末現金預金残高 10,658,022,056

財務活動収支 -5,152,968,480

本年度資金収支額 182,454,838

前年度末資金残高 9,300,497,732

比例連結割合変更に伴う差額 -7,484,217

本年度末資金残高 9,475,468,353


