
【様式第1号】
令和02年度

連結貸借対照表
(令和03年03月31日現在)

(単位:円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 103,553,439,807　固定負債 53,910,004,513
　　有形固定資産 94,113,607,271　　地方債等 35,008,631,927
　　　事業用資産 33,604,497,520　　長期未払金 311,580
　　　　土地 11,016,119,367　　退職手当引当金 3,549,169,139
　　　　立木竹 17,342,550　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 43,550,436,637　　その他 15,351,891,867
　　　　建物減価償却累計額 △24,587,149,392　流動負債 5,124,534,985
　　　　工作物 8,788,248,123　　1年内償還予定地方債等 4,308,182,108
　　　　工作物減価償却累計額 △5,276,597,305　　未払金 164,212,193
　　　　船舶 -　　未払費用 -
　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 413,800
　　　　浮標等 -　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 385,246,982
　　　　航空機 -　　預り金 260,353,297
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 6,126,605
　　　　その他 - 負債合計 59,034,539,498
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 96,097,540　固定資産等形成分 106,878,668,939
　　　インフラ資産 57,193,272,146　余剰分(不足分) △52,277,957,443
　　　　土地 10,854,008,828　他団体出資等分 37,590,699
　　　　建物 4,152,391,191
　　　　建物減価償却累計額 △1,588,953,391
　　　　工作物 77,950,946,386
　　　　工作物減価償却累計額 △34,464,979,553
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 289,858,685
　　　物品 10,136,071,664
　　　物品減価償却累計額 △6,820,234,059
　　無形固定資産 172,101,160
　　　ソフトウェア 855,360
　　　その他 171,245,800
　　投資その他の資産 9,267,731,376
　　　投資及び出資金 275,958,718
　　　　有価証券 215,317,218
　　　　出資金 60,641,500
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 497,024,780
　　　長期貸付金 48,029,000
　　　基金 7,295,923,425
　　　　減債基金 -
　　　　その他 7,295,923,425
　　　その他 1,203,925,491
　　　徴収不能引当金 △53,130,038
　流動資産 10,119,401,886
　　現金預金 5,910,112,229
　　未収金 887,319,924
　　短期貸付金 72,200,000
　　基金 3,253,029,132
　　　財政調整基金 2,725,365,856
　　　減債基金 527,663,276
　　棚卸資産 1,172,695
　　その他 2,730,580
　　徴収不能引当金 △7,162,674
　繰延資産 - 純資産合計 54,638,302,195

資産合計 113,672,841,693 負債及び純資産合計 113,672,841,693



【様式第2号】
令和02年度

連結行政コスト計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:円)
科目 金額

　経常費用 39,322,231,589
　　業務費用 17,347,092,313
　　　人件費 6,240,787,771
　　　　職員給与費 4,269,662,747
　　　　賞与等引当金繰入額 385,227,669
　　　　退職手当引当金繰入額 522,244,374
　　　　その他 1,063,652,981
　　　物件費等 10,361,510,892
　　　　物件費 5,429,937,314
　　　　維持補修費 1,020,606,618
　　　　減価償却費 3,838,823,795
　　　　その他 72,143,165
　　　その他の業務費用 744,793,650
　　　　支払利息 341,784,215
　　　　徴収不能引当金繰入額 55,847,732
　　　　その他 347,161,703
　　移転費用 21,975,139,276
　　　補助金等 14,389,023,124
　　　社会保障給付 7,530,470,148
　　　その他 55,646,004
　経常収益 3,371,127,262
　　使用料及び手数料 2,571,511,461
　　その他 799,615,801
純経常行政コスト 35,951,104,327
　臨時損失 1,524,133,292
　　災害復旧事業費 1,347,287,127
　　資産除売却損 165,508,837
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 11,337,328
　臨時利益 13,800,918
　　資産売却益 12,034,262
　　その他 1,766,656
純行政コスト 37,461,436,701



【様式第3号】
令和02年度

連結純資産変動計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:円)

科目 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 53,980,037,716 107,555,859,495 △53,616,898,551 41,076,772
　純行政コスト(△) △37,461,436,701 △37,461,436,701 -
　財源 37,438,105,366 37,441,591,439 △3,486,073
　　税収等 19,561,204,395 19,564,690,468 △3,486,073
　　国県等補助金 17,876,900,971 17,876,900,971 -
　本年度差額 △23,331,335 △19,845,262 △3,486,073
　固定資産等の変動（内部変動） △1,356,327,395 1,356,327,395
　　有形固定資産等の増加 1,571,784,021 △1,571,784,021
　　有形固定資産等の減少 △2,401,192,330 2,401,192,330
　　貸付金・基金等の増加 310,111,798 △310,111,798
　　貸付金・基金等の減少 △837,030,884 837,030,884
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 669,864,153 669,864,153
　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 4,411,658 9,290,096 △4,878,438 -
　その他 7,320,003 △17,410 7,337,413
　本年度純資産変動額 658,264,479 △677,190,556 1,338,941,108 △3,486,073
本年度末純資産残高 54,638,302,195 106,878,668,939 △52,277,957,443 37,590,699


