
【様式第1号】

（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 14,235,328,262   固定負債 8,183,494,904

    有形固定資産 12,548,012,897     地方債 6,484,231,904

      事業用資産 10,499,580,014     長期未払金 -

        土地 2,772,599,257     退職手当引当金 1,561,593,000

        立木竹 2,078,177     損失補償等引当金 -

        建物 22,933,273,591     その他 137,670,000

        建物減価償却累計額 -15,342,495,437   流動負債 84,986,000

        工作物 192,816,850     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -58,692,424     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 64,082,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 20,904,000

        その他 - 負債合計 8,268,480,904

        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 16,133,963,183

      インフラ資産 1,604,865,007   余剰分（不足分） -8,224,316,128

        土地 932,878,647

        建物 394,575,900

        建物減価償却累計額 -313,275,892

        工作物 660,142,448

        工作物減価償却累計額 -113,066,496

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 43,610,400

      物品 1,528,453,432

      物品減価償却累計額 -1,084,885,556

    無形固定資産 8,787,400

      ソフトウェア 8,787,400

      その他 -

    投資その他の資産 1,678,527,965

      投資及び出資金 52,944,000

        有価証券 19,480,000

        出資金 33,464,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 40,447,223

      長期貸付金 78,800,000

      基金 1,509,038,742

        減債基金 -

        その他 1,509,038,742

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,702,000

  流動資産 1,942,799,697

    現金預金 33,737,097

    未収金 10,776,679

    短期貸付金 -

    基金 1,898,634,921

      財政調整基金 1,561,407,911

      減債基金 337,227,010

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -349,000 純資産合計 7,909,647,055

資産合計 16,178,127,959 負債及び純資産合計 16,178,127,959

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,837,111,144

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 32,506,421

    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 4,804,289,103

  臨時損失 32,822,041

    災害復旧事業費 315,620

  経常収益 304,498,329

    使用料及び手数料 141,305,824

    その他 163,192,505

      社会保障給付 432,702,147

      他会計への繰出金 703,991,235

      その他 2,420,700

        その他 20,433,113

    移転費用 2,285,844,690

      補助金等 1,146,730,608

      その他の業務費用 51,645,599

        支払利息 31,282,486

        徴収不能引当金繰入額 -70,000

        維持補修費 146,884,702

        減価償却費 614,491,202

        その他 -

        その他 194,569,431

      物件費等 1,683,078,012

        物件費 921,702,108

        職員給与費 860,559,700

        賞与等引当金繰入額 64,082,000

        退職手当引当金繰入額 -30,992,000

  経常費用 5,108,787,432

    業務費用 2,822,942,742

      人件費 1,088,219,131

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】

（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 6,299,690,707 14,059,767,967 -7,760,077,260

  純行政コスト（△） -4,837,111,144 -4,837,111,144

  財源 4,955,671,244 4,955,671,244

    税収等 4,096,797,172 4,096,797,172

    国県等補助金 858,874,072 858,874,072

  本年度差額 118,560,100 118,560,100

  固定資産等の変動（内部変動） -13,834,778 13,834,778

    有形固定資産等の増加 726,973,723 -726,973,723

    有形固定資産等の減少 -570,570,128 570,570,128

    貸付金・基金等の増加 228,858,155 -228,858,155

    貸付金・基金等の減少 -399,096,528 399,096,528

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,372,788,754 2,372,788,754

  その他 -881,392,506 -284,758,760 -596,633,746

  本年度純資産変動額 1,609,956,348 2,074,195,216 -464,238,868

本年度末純資産残高 7,909,647,055 16,133,963,183 -8,224,316,128

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】

（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 33,737,097

    その他の収入 -

財務活動収支 -110,783,000

本年度資金収支額 -9,277,235

前年度末資金残高 43,014,332

本年度末資金残高 33,737,097

  財務活動支出 846,400,000

    地方債償還支出 825,496,000

    その他の支出 20,904,000

  財務活動収入 735,617,000

    地方債発行収入 735,617,000

    貸付金元金回収収入 67,730,000

    資産売却収入 2,073,568

    その他の収入 -

投資活動収支 -486,578,333

【財務活動収支】

    貸付金支出 74,980,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 542,296,946

    国県等補助金収入 147,918,000

    基金取崩収入 324,575,378

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,028,875,279

    公共施設等整備費支出 800,017,124

    基金積立金支出 153,878,155

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 315,620

    災害復旧事業費支出 315,620

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 588,084,098

  業務収入 5,115,115,948

    税収等収入 4,100,197,243

    国県等補助金収入 710,956,072

    使用料及び手数料収入 140,770,128

    その他の収入 163,192,505

    移転費用支出 2,285,844,690

      補助金等支出 1,146,730,608

      社会保障給付支出 432,702,147

      他会計への繰出支出 703,991,235

      その他の支出 2,420,700

    業務費用支出 2,240,871,540

      人件費支出 1,120,569,131

      物件費等支出 1,089,019,923

      支払利息支出 31,282,486

      その他の支出 -

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 4,526,716,230


