
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 13,298,338,415   固定負債 4,614,095,278

    有形固定資産 9,973,146,802     地方債 3,189,550,278

      事業用資産 8,532,942,869     長期未払金 -

        土地 1,628,837,217     退職手当引当金 1,424,545,000

        立木竹 479,821,700     損失補償等引当金 -

        建物 17,604,634,671     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,238,697,883   流動負債 496,208,000

        工作物 67,362,764     １年内償還予定地方債 431,425,000

        工作物減価償却累計額 -9,015,600     未払金 -

        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 64,783,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,110,303,278

        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 13,988,338,478

      インフラ資産 1,307,757,150   余剰分（不足分） -4,899,947,722

        土地 11,522,732

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 9,567,823,511

        工作物減価償却累計額 -8,271,589,093

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,140,947,727

      物品減価償却累計額 -1,008,500,944

    無形固定資産 21,535,116

      ソフトウェア 21,535,116

      その他 -

    投資その他の資産 3,303,656,497

      投資及び出資金 888,269,726

        有価証券 12,149,000

        出資金 876,120,726

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,255,888

      長期貸付金 5,494,848

      基金 2,404,751,035

        減債基金 250,000,560

        その他 2,154,750,475

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,115,000

  流動資産 900,355,619

    現金預金 193,359,127

    未収金 17,414,429

    短期貸付金 -

    基金 690,000,063

      財政調整基金 690,000,063

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -418,000 純資産合計 9,088,390,756

資産合計 14,198,694,034 負債及び純資産合計 14,198,694,034

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,416,021,673

    その他 -

  臨時利益 2,184,870

    資産売却益 2,184,870

    資産除売却損 47,296,996

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,369,645,947

  臨時損失 48,560,596

    災害復旧事業費 1,263,600

  経常収益 385,817,758

    使用料及び手数料 202,222,741

    その他 183,595,017

      社会保障給付 600,395,463

      他会計への繰出金 491,437,460

      その他 15,342,103

        その他 19,821,630

    移転費用 1,542,177,725

      補助金等 435,002,699

      その他の業務費用 51,462,252

        支払利息 30,107,622

        徴収不能引当金繰入額 1,533,000

        維持補修費 129,338,125

        減価償却費 508,159,360

        その他 -

        その他 117,332,951

      物件費等 1,158,334,132

        物件費 520,836,647

        職員給与費 821,384,645

        賞与等引当金繰入額 64,783,000

        退職手当引当金繰入額 -11,000

  経常費用 3,755,463,705

    業務費用 2,213,285,980

      人件費 1,003,489,596

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 9,122,197,894 14,285,218,891 -5,163,020,997

  純行政コスト（△） -3,416,021,673 -3,416,021,673

  財源 3,354,430,637 3,354,430,637

    税収等 2,817,322,943 2,817,322,943

    国県等補助金 537,107,694 537,107,694

  本年度差額 -61,591,036 -61,591,036

  固定資産等の変動（内部変動） -324,664,311 324,664,311

    有形固定資産等の増加 140,874,920 -140,874,920

    有形固定資産等の減少 -508,159,360 508,159,360

    貸付金・基金等の増加 143,273,566 -143,273,566

    貸付金・基金等の減少 -100,653,437 100,653,437

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 27,783,898 27,783,898

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -33,807,138 -296,880,413 263,073,275

本年度末純資産残高 9,088,390,756 13,988,338,478 -4,899,947,722

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

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 193,359,127

    その他の収入 -

財務活動収支 -254,349,082

本年度資金収支額 13,317,791

前年度末資金残高 180,041,336

本年度末資金残高 193,359,127

  財務活動支出 431,489,082

    地方債償還支出 431,489,082

    その他の支出 -

  財務活動収入 177,140,000

    地方債発行収入 177,140,000

    貸付金元金回収収入 30,747,350

    資産売却収入 2,184,870

    その他の収入 -

投資活動収支 -178,542,530

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,240,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 135,845,956

    国県等補助金収入 51,070,000

    基金取崩収入 51,843,736

【投資活動収支】

  投資活動支出 314,388,486

    公共施設等整備費支出 140,874,920

    基金積立金支出 137,843,410

    投資及び出資金支出 5,430,156

  臨時支出 1,263,600

    災害復旧事業費支出 1,263,600

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 446,209,403

  業務収入 3,692,949,348

    税収等収入 2,817,987,140

    国県等補助金収入 486,037,694

    使用料及び手数料収入 205,247,005

    その他の収入 183,677,509

    移転費用支出 1,542,177,725

      補助金等支出 435,002,699

      社会保障給付支出 600,395,463

      他会計への繰出支出 491,437,460

      その他の支出 15,342,103

    業務費用支出 1,703,298,620

      人件費支出 1,003,194,596

      物件費等支出 650,174,772

      支払利息支出 30,107,622

      その他の支出 19,821,630

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 3,245,476,345


