
【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 22,010,125,457   固定負債 3,595,264,460

    有形固定資産 21,062,118,315     地方債 3,141,915,461

      事業用資産 8,301,372,232     長期未払金 219,861,999

        土地 2,274,584,294     退職手当引当金 212,405,000

        立木竹 138,589,227     損失補償等引当金 -

        建物 12,728,868,926     その他 21,082,000

        建物減価償却累計額 -7,177,724,075   流動負債 557,476,215

        工作物 1,032,374,570     １年内償還予定地方債 468,293,961

        工作物減価償却累計額 -711,196,710     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 54,230,000

        航空機 -     預り金 25,581,710

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,370,544

        その他 - 負債合計 4,152,740,675

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,876,000   固定資産等形成分 22,359,516,220

      インフラ資産 12,681,998,876   余剰分（不足分） -3,984,398,113

        土地 4,251,973

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 31,473,423,700

        工作物減価償却累計額 -18,815,149,197

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,472,400

      物品 533,615,929

      物品減価償却累計額 -454,868,722

    無形固定資産 10,836,291

      ソフトウェア 10,836,291

      その他 -

    投資その他の資産 937,170,851

      投資及び出資金 14,618,000

        有価証券 2,209,000

        出資金 12,409,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,783,545

      長期貸付金 6,123,286

      基金 893,574,020

        減債基金 31,879,288

        その他 861,694,732

      その他 -

      徴収不能引当金 -928,000

  流動資産 517,733,325

    現金預金 162,293,538

    未収金 6,051,024

    短期貸付金 -

    基金 349,390,763

      財政調整基金 349,390,763

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,000 純資産合計 18,375,118,107

資産合計 22,527,858,782 負債及び純資産合計 22,527,858,782

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 3,613,906,389

    その他 -

  臨時利益 33,379,218

    資産売却益 33,379,218

    資産除売却損 2,860,720

    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 3,639,645,887

  臨時損失 7,639,720

    災害復旧事業費 4,779,000

  経常収益 173,698,540

    使用料及び手数料 116,151,216

    その他 57,547,324

      社会保障給付 199,093,782

      他会計への繰出金 238,975,508

      その他 925,460

        その他 12,071,484

    移転費用 1,134,372,911

      補助金等 695,378,161

      その他の業務費用 32,707,393

        支払利息 20,606,909

        徴収不能引当金繰入額 29,000

        維持補修費 77,519,434

        減価償却費 932,193,253

        その他 -

        その他 35,379,061

      物件費等 1,952,076,746

        物件費 942,364,059

        職員給与費 598,477,316

        賞与等引当金繰入額 54,230,000

        退職手当引当金繰入額 6,101,000

  経常費用 3,813,344,427

    業務費用 2,678,971,516

      人件費 694,187,377

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 18,860,123,882 22,852,325,574 -3,992,201,692

  純行政コスト（△） -3,613,906,389 -3,613,906,389

  財源 3,128,900,609 3,128,900,609

    税収等 2,270,731,146 2,270,731,146

    国県等補助金 858,169,463 858,169,463

  本年度差額 -485,005,780 -485,005,780

  固定資産等の変動（内部変動） -492,809,359 492,809,359

    有形固定資産等の増加 495,784,217 -495,784,217

    有形固定資産等の減少 -932,193,253 932,193,253

    貸付金・基金等の増加 163,226,202 -163,226,202

    貸付金・基金等の減少 -219,626,525 219,626,525

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 5 5

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -485,005,775 -492,809,354 7,803,579

本年度末純資産残高 18,375,118,107 22,359,516,220 -3,984,398,113

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 32,235,040

本年度歳計外現金増減額 -6,653,330

本年度末歳計外現金残高 25,581,710

本年度末現金預金残高 162,293,538

    その他の収入 -

財務活動収支 -8,403,981

本年度資金収支額 33,670,190

前年度末資金残高 103,041,638

本年度末資金残高 136,711,828

  財務活動支出 532,505,981

    地方債償還支出 507,965,981

    その他の支出 24,540,000

  財務活動収入 524,102,000

    地方債発行収入 524,102,000

    貸付金元金回収収入 1,318,029

    資産売却収入 33,379,218

    その他の収入 -

投資活動収支 150,266,923

【財務活動収支】

    貸付金支出 600,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 787,639,743

    国県等補助金収入 534,634,000

    基金取崩収入 218,308,496

【投資活動収支】

  投資活動支出 637,372,820

    公共施設等整備費支出 495,784,217

    基金積立金支出 140,988,603

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,779,000

    災害復旧事業費支出 4,779,000

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -108,192,752

  業務収入 2,766,885,422

    税収等収入 2,271,609,024

    国県等補助金収入 323,535,463

    使用料及び手数料収入 114,194,309

    その他の収入 57,546,626

    移転費用支出 1,134,372,911

      補助金等支出 695,378,161

      社会保障給付支出 199,093,782

      他会計への繰出支出 238,975,508

      その他の支出 925,460

    業務費用支出 1,735,926,263

      人件費支出 683,364,377

      物件費等支出 1,025,252,356

      支払利息支出 20,606,909

      その他の支出 6,702,621

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 2,870,299,174


