
【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 22,366,507,549   固定負債 12,458,364,106

    有形固定資産 20,127,478,392     地方債 11,211,920,106

      事業用資産 12,425,670,294     長期未払金 -

        土地 2,893,077,793     退職手当引当金 1,246,444,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 29,283,477,652     その他 -

        建物減価償却累計額 -19,787,890,217   流動負債 1,416,488,839

        工作物 84,305,504     １年内償還予定地方債 1,284,297,494

        工作物減価償却累計額 -47,300,443     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 82,455,000

        航空機 -     預り金 49,736,345

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 13,874,852,945

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5   固定資産等形成分 23,982,527,184

      インフラ資産 7,583,110,777   余剰分（不足分） -13,452,487,625

        土地 458,088,003

        建物 4,722,667,730

        建物減価償却累計額 -3,114,200,274

        工作物 19,681,063,181

        工作物減価償却累計額 -14,164,507,863

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,032,917,291

      物品減価償却累計額 -1,914,219,970

    無形固定資産 17,800,760

      ソフトウェア 17,800,760

      その他 -

    投資その他の資産 2,221,228,397

      投資及び出資金 660,206,143

        有価証券 41,007,800

        出資金 619,198,343

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 91,679,324

      長期貸付金 -

      基金 1,485,569,930

        減債基金 -

        その他 1,485,569,930

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,227,000

  流動資産 2,038,384,955

    現金預金 390,832,049

    未収金 31,987,271

    短期貸付金 -

    基金 1,616,019,635

      財政調整基金 1,265,045,347

      減債基金 350,974,288

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -454,000 純資産合計 10,530,039,559

資産合計 24,404,892,504 負債及び純資産合計 24,404,892,504

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 9,354,711,125

    その他 -

  臨時利益 54,000

    資産売却益 54,000

    資産除売却損 255,000

    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 9,354,510,125

  臨時損失 255,000

    災害復旧事業費 -

  経常収益 417,331,937

    使用料及び手数料 108,577,197

    その他 308,754,740

      社会保障給付 907,305,667

      他会計への繰出金 1,109,786,376

      その他 2,814,870

        その他 30,609,292

    移転費用 5,009,465,558

      補助金等 2,989,558,645

      その他の業務費用 109,363,173

        支払利息 62,072,881

        徴収不能引当金繰入額 16,681,000

        維持補修費 317,267,921

        減価償却費 1,088,747,854

        その他 -

        その他 78,840,973

      物件費等 3,325,161,101

        物件費 1,919,145,326

        職員給与費 1,166,556,257

        賞与等引当金繰入額 82,455,000

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 9,771,842,062

    業務費用 4,762,376,504

      人件費 1,327,852,230

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 10,324,664,228 24,331,286,705 -14,006,622,477

  純行政コスト（△） -9,354,711,125 -9,354,711,125

  財源 9,560,086,336 9,560,086,336

    税収等 6,821,763,196 6,821,763,196

    国県等補助金 2,738,323,140 2,738,323,140

  本年度差額 205,375,211 205,375,211

  固定資産等の変動（内部変動） -348,759,641 348,759,641

    有形固定資産等の増加 1,190,984,321 -1,190,984,321

    有形固定資産等の減少 -1,088,747,854 1,088,747,854

    貸付金・基金等の増加 911,799,805 -911,799,805

    貸付金・基金等の減少 -1,362,795,913 1,362,795,913

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 120 120

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 205,375,331 -348,759,521 554,134,852

本年度末純資産残高 10,530,039,559 23,982,527,184 -13,452,487,625

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 48,737,201

本年度歳計外現金増減額 999,144

本年度末歳計外現金残高 49,736,345

本年度末現金預金残高 390,832,049

    その他の収入 -

財務活動収支 -439,093,407

本年度資金収支額 63,232,506

前年度末資金残高 277,863,198

本年度末資金残高 341,095,704

  財務活動支出 1,265,893,407

    地方債償還支出 1,265,893,407

    その他の支出 -

  財務活動収入 826,800,000

    地方債発行収入 826,800,000

    貸付金元金回収収入 250,000

    資産売却収入 54,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -189,541,290

【財務活動収支】

    貸付金支出 250,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,913,242,836

    国県等補助金収入 565,460,000

    基金取崩収入 1,347,478,836

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,102,784,126

    公共施設等整備費支出 1,190,984,321

    基金積立金支出 911,549,805

    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 691,867,203

  業務収入 9,358,850,411

    税収等収入 6,836,238,163

    国県等補助金収入 2,172,863,140

    使用料及び手数料収入 108,559,297

    その他の収入 241,189,811

    移転費用支出 5,009,465,558

      補助金等支出 2,989,558,645

      社会保障給付支出 907,305,667

      他会計への繰出支出 1,109,786,376

      その他の支出 2,814,870

    業務費用支出 3,657,517,650

      人件費支出 1,328,422,230

      物件費等支出 2,251,338,421

      支払利息支出 62,072,881

      その他の支出 15,684,118

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 8,666,983,208


