
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産       9,901,609,866 　固定負債       5,125,798,406

　　有形固定資産       9,464,869,007 　　地方債等       3,979,701,263

　　　事業用資産       4,388,102,926 　　長期未払金                  －

　　　　土地       1,109,594,666 　　退職手当引当金         777,223,727

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       8,578,774,077 　　その他         368,873,416

　　　　建物減価償却累計額     △5,759,275,978 　流動負債         601,839,548

　　　　工作物         777,603,539 　　1年内償還予定地方債等         534,906,340

　　　　工作物減価償却累計額       △340,864,618 　　未払金           3,347,872

　　　　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          56,308,626

　　　　航空機                  － 　　預り金           5,323,826

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他           1,952,884

　　　　その他                  － 負債合計       5,727,637,954

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

　　　　建設仮勘定          22,271,240 　固定資産等形成分      11,228,613,275

　　　インフラ資産       4,794,914,926 　余剰分（不足分）     △4,927,921,691

　　　　土地         175,719,137 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         127,000,957

　　　　建物減価償却累計額        △66,094,308

　　　　工作物      14,338,951,122

　　　　工作物減価償却累計額     △9,807,828,922

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          27,166,940

　　　物品       1,024,654,391

　　　物品減価償却累計額       △742,803,236

　　無形固定資産          13,120,170

　　　ソフトウェア          13,120,170

　　　その他                  －

　　投資その他の資産         423,620,689

　　　投資及び出資金          19,308,256

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          45,804,566

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         361,747,937

　　　　減債基金                  －

　　　　その他         361,747,937

連結

連結貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △3,240,070

　流動資産       2,126,719,672

　　現金預金         753,877,890

　　未収金          44,258,421

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,327,003,409

　　　財政調整基金       1,125,165,409

　　　減債基金         201,838,000

　　棚卸資産           7,050,000

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △5,470,048

　繰延資産                  － 純資産合計       6,300,691,584

資産合計      12,028,329,538 負債及び純資産合計      12,028,329,538



連結

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  5,141,263,074

　業務費用                  2,267,239,500

　　人件費                    908,519,976

　　　職員給与費                    813,118,039

　　　賞与等引当金繰入額                     58,184,626

　　　退職手当引当金繰入額                      1,664,101

　　　その他                     35,553,210

　　物件費等                  1,279,831,236

　　　物件費                    606,217,335

　　　維持補修費                     67,099,068

　　　減価償却費                    606,514,833

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     78,888,288

　　　支払利息                     31,474,053

　　　徴収不能引当金繰入額                      3,064,763

　　　その他                     44,349,472

　移転費用                  2,874,023,574

　　補助金等                  2,612,223,506

　　社会保障給付                    253,800,038

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      8,000,030

経常収益                    250,721,889

　使用料及び手数料                    128,162,383

　その他                    122,559,506

純経常行政コスト                  4,890,541,185

臨時損失                    125,794,477

　災害復旧事業費                     50,924,049

　資産除売却損                     74,870,428

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                      9,587,742

　資産売却益                      9,587,742

　その他                             －

純行政コスト                  5,006,747,920

連結行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



（単位：円）

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 6,543,841,268 11,794,560,401 △5,250,719,133 －

　純行政コスト（△） △5,006,747,920 △5,006,747,920 －

　財源 4,760,829,287 4,760,829,287 －

　　税収等 3,116,312,729 3,116,312,729 －

　　国県等補助金 1,644,516,558 1,644,516,558 －

　本年度差額 △245,918,633 △245,918,633 －

　固定資産等の変動（内部変動） △577,300,650 577,300,650 －

　　有形固定資産等の増加 80,190,514 △80,190,514 －

　　有形固定資産等の減少 △682,430,153 682,430,153 －

　　貸付金・基金等の増加 70,834,120 △70,834,120 －

　　貸付金・基金等の減少 △45,895,131 45,895,131 －

　資産評価差額 △100,638 △100,638

　無償所管換等 6,460,206 6,460,206

　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 △3,590,619 4,993,956 △8,584,575

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △243,149,684 △565,947,126 322,797,442 －

本年度末純資産残高 6,300,691,584 11,228,613,275 △4,927,921,691 －

連結

連結純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

科目 合計



連結

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  4,524,573,482

　　業務費用支出                  1,650,549,908

　　　人件費支出                    899,349,382

　　　物件費等支出                    676,026,472

　　　支払利息支出                     31,474,053

　　　その他の支出                     43,700,001

　　移転費用支出                  2,874,023,574

　　　補助金等支出                  2,612,223,506

　　　社会保障給付支出                    253,800,038

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                      8,000,030

　業務収入                  4,909,468,173

　　税収等収入                  3,095,007,967

　　国県等補助金収入                  1,595,034,005

　　使用料及び手数料収入                    124,697,157

　　その他の収入                     94,729,044

　臨時支出                     50,924,049

　　災害復旧事業費支出                     50,924,049

　　その他の支出                             －

　臨時収入                     39,574,000

業務活動収支                    373,544,642

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    142,129,997

　　公共施設等整備費支出                     80,190,514

　　基金積立金支出                     20,939,483

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     41,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                     65,716,580

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                        239,383

　　貸付金元金回収収入                     41,000,000

　　資産売却収入                     10,632,634

　　その他の収入                     13,844,563

投資活動収支                   △76,413,417

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    502,501,129

　　地方債等償還支出                    502,424,245

　　その他の支出                         76,884

　財務活動収入                    141,023,000

　　地方債等発行収入                    139,700,000

　　その他の収入                      1,323,000

財務活動収支                  △361,478,129

本年度資金収支額                   △64,346,904

連結資金収支計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



前年度末資金残高                    818,330,733

比例連結割合変更に伴う差額                    △5,429,765

本年度末資金残高                    748,554,064

前年度末歳計外現金残高                      4,755,356

本年度歳計外現金増減額                        568,470

本年度末歳計外現金残高                      5,323,826

本年度末現金預金残高                    753,877,890


