
【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 19,835,174,974   固定負債 6,842,268,378

    有形固定資産 18,860,845,500     地方債 6,712,081,139

      事業用資産 9,403,645,578     長期未払金 -

        土地 5,116,633,157     退職手当引当金 119,267,239

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 10,920,000

        建物 14,334,232,180     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,439,787,629   流動負債 734,436,865

        工作物 566,675,281     １年内償還予定地方債 556,756,367

        工作物減価償却累計額 -209,383,811     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 98,287,100

        航空機 -     預り金 79,393,398

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,576,705,243

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 25,276,400   固定資産等形成分 20,538,770,835

      インフラ資産 9,387,224,597   余剰分（不足分） -7,103,103,519

        土地 2,151,098,728

        建物 67,767,770

        建物減価償却累計額 -42,214,618

        工作物 21,787,495,552

        工作物減価償却累計額 -14,788,786,067

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 211,863,232

      物品 398,334,567

      物品減価償却累計額 -328,359,242

    無形固定資産 4,660,320

      ソフトウェア 3,526,920

      その他 1,133,400

    投資その他の資産 969,669,154

      投資及び出資金 18,919,000

        有価証券 -

        出資金 18,919,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 64,585,486

      長期貸付金 -

      基金 893,353,033

        減債基金 113,210,155

        その他 780,142,878

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,188,365

  流動資産 1,177,197,585

    現金預金 454,876,841

    未収金 21,069,971

    短期貸付金 -

    基金 703,595,861

      財政調整基金 703,595,861

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,345,088 純資産合計 13,435,667,316

資産合計 21,012,372,559 負債及び純資産合計 21,012,372,559

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 7,395,874,442

    その他 -

  臨時利益 26,895,954

    資産売却益 26,895,954

    資産除売却損 2

    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 7,422,770,394

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

  経常収益 95,271,506

    使用料及び手数料 33,307,429

    その他 61,964,077

      社会保障給付 1,043,745,568

      他会計への繰出金 934,855,726

      その他 3,092,700

        その他 47,825,573

    移転費用 3,214,894,094

      補助金等 1,233,200,100

      その他の業務費用 86,711,765

        支払利息 31,697,827

        徴収不能引当金繰入額 7,188,365

        維持補修費 38,640,543

        減価償却費 813,126,099

        その他 -

        その他 447,955,609

      物件費等 2,807,765,731

        物件費 1,955,999,089

        職員給与費 893,616,321

        賞与等引当金繰入額 98,287,100

        退職手当引当金繰入額 -31,188,720

  経常費用 7,518,041,900

    業務費用 4,303,147,806

      人件費 1,408,670,310

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 14,048,270,992 20,637,111,616 -6,588,840,624

  純行政コスト（△） -7,395,874,442 -7,395,874,442

  財源 6,770,910,840 6,770,910,840

    税収等 5,280,964,368 5,280,964,368

    国県等補助金 1,489,946,472 1,489,946,472

  本年度差額 -624,963,602 -624,963,602

  固定資産等の変動（内部変動） -110,700,707 110,700,707

    有形固定資産等の増加 977,776,072 -977,776,072

    有形固定資産等の減少 -922,854,492 922,854,492

    貸付金・基金等の増加 260,574,228 -260,574,228

    貸付金・基金等の減少 -426,196,515 426,196,515

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 12,359,926 12,359,926

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -612,603,676 -98,340,781 -514,262,895

本年度末純資産残高 13,435,667,316 20,538,770,835 -7,103,103,519

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 82,516,454

本年度歳計外現金増減額 -3,123,056

本年度末歳計外現金残高 79,393,398

本年度末現金預金残高 454,876,841

    その他の収入 -

財務活動収支 607,800,342

本年度資金収支額 66,462,025

前年度末資金残高 309,021,418

本年度末資金残高 375,483,443

  財務活動支出 566,499,658

    地方債償還支出 566,499,658

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,174,300,000

    地方債発行収入 1,174,300,000

    貸付金元金回収収入 11,185,000

    資産売却収入 29,930,000

    その他の収入 30,000,000

投資活動収支 -639,086,985

【財務活動収支】

    貸付金支出 11,185,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 396,539,000

    国県等補助金収入 35,958,000

    基金取崩収入 289,466,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,035,625,985

    公共施設等整備費支出 871,081,727

    基金積立金支出 153,309,258

    投資及び出資金支出 50,000

  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 97,748,668

  業務収入 6,821,399,575

    税収等収入 5,272,774,051

    国県等補助金収入 1,453,988,472

    使用料及び手数料収入 33,307,429

    その他の収入 61,329,623

    移転費用支出 3,214,894,094

      補助金等支出 1,233,200,100

      社会保障給付支出 1,043,745,568

      他会計への繰出支出 934,855,726

      その他の支出 3,092,700

    業務費用支出 3,508,756,813

      人件費支出 1,438,544,910

      物件費等支出 1,994,639,632

      支払利息支出 31,697,827

      その他の支出 43,874,444

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 6,723,650,907


