
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 18,970,001,001   固定負債 5,206,361,610

    有形固定資産 18,255,249,609     地方債 4,600,138,218

      事業用資産 8,486,277,167     長期未払金 -

        土地 1,405,794,012     退職手当引当金 606,223,392

        立木竹 337,267,776     損失補償等引当金 -

        建物 11,554,429,013     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,908,808,443   流動負債 520,051,905

        工作物 5,194,725,854     １年内償還予定地方債 442,892,251

        工作物減価償却累計額 -3,240,203,645     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 59,216,721

        航空機 -     預り金 17,942,933

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,726,413,515

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 143,072,600   固定資産等形成分 20,338,733,940

      インフラ資産 9,555,937,393   余剰分（不足分） -5,434,790,254

        土地 415,213,779

        建物 7,899,200

        建物減価償却累計額 -6,997,948

        工作物 20,790,796,430

        工作物減価償却累計額 -11,652,674,068

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,700,000

      物品 1,228,520,961

      物品減価償却累計額 -1,015,485,912

    無形固定資産 522,053

      ソフトウェア 194,880

      その他 327,173

    投資その他の資産 714,229,339

      投資及び出資金 129,609,000

        有価証券 -

        出資金 129,609,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 99,880,034

      長期貸付金 239,518,511

      基金 251,665,161

        減債基金 782,000

        その他 250,883,161

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,443,367

  流動資産 1,660,356,200

    現金預金 271,925,528

    未収金 19,701,306

    短期貸付金 60,181,939

    基金 1,308,551,000

      財政調整基金 1,308,551,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,573 純資産合計 14,903,943,686

資産合計 20,630,357,201 負債及び純資産合計 20,630,357,201

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 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,920,690,407

    その他 -

  臨時利益 994,244

    資産売却益 994,244

    資産除売却損 23,248,901

    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 3,898,435,750

  臨時損失 23,248,901

    災害復旧事業費 -

  経常収益 77,787,775

    使用料及び手数料 32,235,493

    その他 45,552,282

      社会保障給付 155,501,805

      他会計への繰出金 254,840,579

      その他 1,615,293

        その他 14,046,609

    移転費用 953,618,065

      補助金等 541,660,388

      その他の業務費用 28,933,541

        支払利息 14,600,803

        徴収不能引当金繰入額 286,129

        維持補修費 215,177,947

        減価償却費 858,447,668

        その他 -

        その他 59,336,729

      物件費等 1,801,867,908

        物件費 728,242,293

        職員給与費 679,070,861

        賞与等引当金繰入額 59,216,721

        退職手当引当金繰入額 394,179,700

  経常費用 3,976,223,525

    業務費用 3,022,605,460

      人件費 1,191,804,011

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 （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 14,706,392,599 19,860,031,790 -5,153,639,191

  純行政コスト（△） -3,920,690,407 -3,920,690,407

  財源 3,185,962,738 3,185,962,738

    税収等 2,839,737,746 2,839,737,746

    国県等補助金 346,224,992 346,224,992

  本年度差額 -734,727,669 -734,727,669

  固定資産等の変動（内部変動） -453,576,606 453,576,606

    有形固定資産等の増加 232,726,832 -232,726,832

    有形固定資産等の減少 -880,702,325 880,702,325

    貸付金・基金等の増加 276,312,887 -276,312,887

    貸付金・基金等の減少 -81,914,000 81,914,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 932,278,756 932,278,756

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 197,551,087 478,702,150 -281,151,063

本年度末純資産残高 14,903,943,686 20,338,733,940 -5,434,790,254

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 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 8,067,909

本年度歳計外現金増減額 9,875,024

本年度末歳計外現金残高 17,942,933

本年度末現金預金残高 271,925,528

    その他の収入 -

財務活動収支 -44,716,421

本年度資金収支額 70,950,262

前年度末資金残高 183,032,333

本年度末資金残高 253,982,595

  財務活動支出 385,916,421

    地方債償還支出 385,916,421

    その他の支出 -

  財務活動収入 341,200,000

    地方債発行収入 341,200,000

    貸付金元金回収収入 32,500,000

    資産売却収入 994,244

    その他の収入 -

投資活動収支 -412,096,405

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 103,670,244

    国県等補助金収入 20,762,000

    基金取崩収入 49,414,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 515,766,649

    公共施設等整備費支出 238,512,832

    基金積立金支出 277,253,817

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 527,763,088

  業務収入 3,241,440,224

    税収等収入 2,838,189,457

    国県等補助金収入 325,462,992

    使用料及び手数料収入 32,235,493

    その他の収入 45,552,282

    移転費用支出 953,618,065

      補助金等支出 541,660,388

      社会保障給付支出 155,501,805

      他会計への繰出支出 254,840,579

      その他の支出 1,615,293

    業務費用支出 1,760,059,071

      人件費支出 787,991,419

      物件費等支出 943,420,240

      支払利息支出 14,600,803

      その他の支出 14,046,609

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 2,713,677,136


