
【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 29,831,126,587   固定負債 7,706,496,209

    有形固定資産 28,252,918,669     地方債 5,592,121,615

      事業用資産 11,039,628,367     長期未払金 -

        土地 5,095,921,480     退職手当引当金 952,626,000

        立木竹 215,862,864     損失補償等引当金 1,053,144,000

        建物 14,905,296,925     その他 108,604,594

        建物減価償却累計額 -9,486,799,213   流動負債 851,486,993

        工作物 1,476,635,380     １年内償還予定地方債 727,347,476

        工作物減価償却累計額 -1,167,289,069     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 63,869,647

        航空機 -     預り金 9,534,734

        航空機減価償却累計額 -     その他 50,735,136

        その他 - 負債合計 8,557,983,202

        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 30,750,872,074

      インフラ資産 16,977,040,388   余剰分（不足分） -8,473,209,822

        土地 2,023,272,043

        建物 194,655,400

        建物減価償却累計額 -91,192,261

        工作物 38,710,241,937

        工作物減価償却累計額 -23,950,980,038

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 91,043,307

      物品 1,101,088,925

      物品減価償却累計額 -864,839,011

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,578,207,918

      投資及び出資金 139,314,001

        有価証券 -

        出資金 139,314,001

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 45,589,616

      長期貸付金 27,595,000

      基金 1,367,998,657

        減債基金 424,000,910

        その他 943,997,747

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,289,356

  流動資産 1,004,518,867

    現金預金 70,750,580

    未収金 14,954,662

    短期貸付金 6,462,600

    基金 913,282,887

      財政調整基金 913,282,887

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -931,862 純資産合計 22,277,662,252

資産合計 30,835,645,454 負債及び純資産合計 30,835,645,454

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 67,767,000

純行政コスト 5,039,812,379

    その他 480,000

  臨時利益 67,767,000

    資産売却益 -

    資産除売却損 425,729

    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 5,064,156,986

  臨時損失 43,422,393

    災害復旧事業費 42,516,664

  経常収益 245,405,184

    使用料及び手数料 85,925,395

    その他 159,479,789

      社会保障給付 542,775,640

      他会計への繰出金 371,980,329

      その他 3,374,608

        その他 20,293,050

    移転費用 1,880,345,103

      補助金等 962,214,526

      その他の業務費用 51,330,045

        支払利息 29,142,419

        徴収不能引当金繰入額 1,894,576

        維持補修費 186,480,692

        減価償却費 1,180,383,475

        その他 -

        その他 328,065,335

      物件費等 2,091,406,312

        物件費 724,542,145

        職員給与費 882,911,728

        賞与等引当金繰入額 63,869,647

        退職手当引当金繰入額 11,634,000

  経常費用 5,309,562,170

    業務費用 3,429,217,067

      人件費 1,286,480,710

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 22,750,496,511 31,325,221,818 -8,574,725,307

  純行政コスト（△） -5,039,812,379 -5,039,812,379

  財源 4,556,705,483 4,556,705,483

    税収等 3,475,666,318 3,475,666,318

    国県等補助金 1,081,039,165 1,081,039,165

  本年度差額 -483,106,896 -483,106,896

  固定資産等の変動（内部変動） -584,622,381 584,622,381

    有形固定資産等の増加 1,294,857,911 -1,294,857,911

    有形固定資産等の減少 -1,659,268,481 1,659,268,481

    貸付金・基金等の増加 103,366,349 -103,366,349

    貸付金・基金等の減少 -323,578,160 323,578,160

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,272,637 10,272,637

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -472,834,259 -574,349,744 101,515,485

本年度末純資産残高 22,277,662,252 30,750,872,074 -8,473,209,822

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 9,313,730

本年度歳計外現金増減額 221,004

本年度末歳計外現金残高 9,534,734

本年度末現金預金残高 70,750,580

    その他の収入 -

財務活動収支 -42,443,280

本年度資金収支額 35,374,195

前年度末資金残高 25,841,651

本年度末資金残高 61,215,846

  財務活動支出 721,935,280

    地方債償還支出 674,694,105

    その他の支出 47,241,175

  財務活動収入 679,492,000

    地方債発行収入 679,492,000

    貸付金元金回収収入 25,003,250

    資産売却収入 857,600

    その他の収入 -

投資活動収支 -203,313,921

【財務活動収支】

    貸付金支出 24,236,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 624,376,000

    国県等補助金収入 354,996,000

    基金取崩収入 243,519,150

【投資活動収支】

  投資活動支出 827,689,921

    公共施設等整備費支出 779,551,574

    基金積立金支出 23,902,347

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 42,516,664

    災害復旧事業費支出 42,516,664

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 281,131,396

  業務収入 4,440,455,851

    税収等収入 3,469,944,142

    国県等補助金収入 726,043,165

    使用料及び手数料収入 85,609,645

    その他の収入 158,858,899

    移転費用支出 1,880,345,103

      補助金等支出 962,214,526

      社会保障給付支出 542,775,640

      他会計への繰出支出 371,980,329

      その他の支出 3,374,608

    業務費用支出 2,236,462,688

      人件費支出 1,276,004,382

      物件費等支出 911,022,837

      支払利息支出 29,142,419

      その他の支出 20,293,050

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 4,116,807,791


