
【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 13,448,214,741   固定負債 2,417,788,195

    有形固定資産 10,986,527,966     地方債 2,089,422,195

      事業用資産 2,907,104,654     長期未払金 -

        土地 1,464,997,031     退職手当引当金 328,366,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,402,784,736     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,108,815,759   流動負債 453,118,327

        工作物 383,257,613     １年内償還予定地方債 215,617,972

        工作物減価償却累計額 -254,865,793     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 39,747,376

        航空機 -     預り金 197,752,979

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 277,283,550 負債合計 2,870,906,522

        その他減価償却累計額 -265,267,124 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,730,400   固定資産等形成分 14,664,966,772

      インフラ資産 7,991,958,499   余剰分（不足分） -2,350,031,224

        土地 403,311,776

        建物 540,000

        建物減価償却累計額 -392,040

        工作物 18,990,917,700

        工作物減価償却累計額 -11,458,441,197

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 56,022,260

      物品 295,138,583

      物品減価償却累計額 -207,673,770

    無形固定資産 1

      ソフトウェア 1

      その他 -

    投資その他の資産 2,461,686,774

      投資及び出資金 661,746,373

        有価証券 253,000

        出資金 661,493,373

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 56,953,310

      長期貸付金 -

      基金 1,743,551,078

        減債基金 -

        その他 1,743,551,078

      その他 -

      徴収不能引当金 -563,987

  流動資産 1,737,627,329

    現金預金 512,923,434

    未収金 8,027,697

    短期貸付金 -

    基金 1,216,752,031

      財政調整基金 1,128,848,527

      減債基金 87,903,504

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -75,833 純資産合計 12,314,935,548

資産合計 15,185,842,070 負債及び純資産合計 15,185,842,070

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 2,830,030,539

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 3,439,761

    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 2,826,590,778

  臨時損失 3,439,761

    災害復旧事業費 -

  経常収益 76,880,368

    使用料及び手数料 34,238,206

    その他 42,642,162

      社会保障給付 223,872,146

      他会計への繰出金 415,765,656

      その他 986,615

        その他 9,839,593

    移転費用 1,008,424,771

      補助金等 367,800,354

      その他の業務費用 26,292,059

        支払利息 15,874,641

        徴収不能引当金繰入額 577,825

        維持補修費 63,338,925

        減価償却費 521,921,515

        その他 -

        その他 143,234,202

      物件費等 1,252,670,217

        物件費 667,409,777

        職員給与費 433,102,521

        賞与等引当金繰入額 39,747,376

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,903,471,146

    業務費用 1,895,046,375

      人件費 616,084,099

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 12,634,263,460 15,255,250,920 -2,620,987,460

  純行政コスト（△） -2,830,030,539 -2,830,030,539

  財源 2,511,553,047 2,511,553,047

    税収等 2,036,166,942 2,036,166,942

    国県等補助金 475,386,105 475,386,105

  本年度差額 -318,477,492 -318,477,492

  固定資産等の変動（内部変動） -589,433,728 589,433,728

    有形固定資産等の増加 95,959,651 -95,959,651

    有形固定資産等の減少 -549,342,050 549,342,050

    貸付金・基金等の増加 127,273,449 -127,273,449

    貸付金・基金等の減少 -263,324,778 263,324,778

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -850,420 -850,420

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -319,327,912 -590,284,148 270,956,236

本年度末純資産残高 12,314,935,548 14,664,966,772 -2,350,031,224

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 161,470,640

本年度歳計外現金増減額 36,282,339

本年度末歳計外現金残高 197,752,979

本年度末現金預金残高 512,923,434

    その他の収入 -

財務活動収支 -119,260,143

本年度資金収支額 55,501,743

前年度末資金残高 259,668,712

本年度末資金残高 315,170,455

  財務活動支出 210,111,143

    地方債償還支出 210,111,143

    その他の支出 -

  財務活動収入 90,851,000

    地方債発行収入 90,851,000

    貸付金元金回収収入 3,100,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 97,279,990

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 289,093,921

    国県等補助金収入 33,886,000

    基金取崩収入 252,107,921

【投資活動収支】

  投資活動支出 191,813,931

    公共施設等整備費支出 71,585,877

    基金積立金支出 116,835,054

    投資及び出資金支出 393,000

  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 77,481,896

  業務収入 2,553,617,227

    税収等収入 2,036,142,138

    国県等補助金収入 441,500,105

    使用料及び手数料収入 33,332,822

    その他の収入 42,642,162

    移転費用支出 1,069,855,915

      補助金等支出 429,231,498

      社会保障給付支出 223,872,146

      他会計への繰出支出 415,765,656

      その他の支出 986,615

    業務費用支出 1,406,279,416

      人件費支出 605,838,880

      物件費等支出 774,726,302

      支払利息支出 15,874,641

      その他の支出 9,839,593

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 2,476,135,331


