
【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 38,085,178,715   固定負債 3,110,786,920

    有形固定資産 35,174,353,993     地方債 2,362,984,920

      事業用資産 6,526,752,507     長期未払金 -

        土地 2,731,488,011     退職手当引当金 747,802,000

        立木竹 7,342,500     損失補償等引当金 -

        建物 9,892,525,364     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,353,861,253   流動負債 360,325,356

        工作物 874,436,401     １年内償還予定地方債 280,894,840

        工作物減価償却累計額 -625,178,516     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 45,282,000

        航空機 -     預り金 34,148,516

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,471,112,276

        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 40,042,705,456

      インフラ資産 28,606,989,945   余剰分（不足分） -2,977,028,039

        土地 1,108,733,475

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 47,418,049,001

        工作物減価償却累計額 -19,937,115,731

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 17,323,200

      物品 324,145,668

      物品減価償却累計額 -283,534,127

    無形固定資産 6,497,005

      ソフトウェア 6,497,000

      その他 5

    投資その他の資産 2,904,327,717

      投資及び出資金 118,072,746

        有価証券 -

        出資金 118,072,746

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 14,686,760

      長期貸付金 419,600

      基金 2,771,988,611

        減債基金 -

        その他 2,771,988,611

      その他 -

      徴収不能引当金 -840,000

  流動資産 2,451,610,978

    現金預金 483,111,672

    未収金 11,087,565

    短期貸付金 -

    基金 1,957,526,741

      財政調整基金 1,633,425,496

      減債基金 324,101,245

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -115,000 純資産合計 37,065,677,417

資産合計 40,536,789,693 負債及び純資産合計 40,536,789,693

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）

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

  経常費用 5,083,884,985

    業務費用 3,557,121,582

      人件費 785,506,776

        職員給与費 666,603,266

        賞与等引当金繰入額 45,282,000

        退職手当引当金繰入額 1,130,000

        その他 72,491,510

      物件費等 2,751,293,016

        物件費 1,159,553,764

        維持補修費 295,826,804

        減価償却費 1,295,912,448

        その他 -

      その他の業務費用 20,321,790

        支払利息 10,947,872

        徴収不能引当金繰入額 171,000

        その他 9,202,918

    移転費用 1,526,763,403

      補助金等 721,887,544

      社会保障給付 314,824,050

      他会計への繰出金 489,425,210

      その他 626,599

  経常収益 128,336,802

    使用料及び手数料 25,546,782

    その他 102,790,020

純経常行政コスト 4,955,548,183

  臨時損失 130,398,191

    災害復旧事業費 130,398,191

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 5,085,946,374

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 38,036,271,630 41,102,748,218 -3,066,476,588

  純行政コスト（△） -5,085,946,374 -5,085,946,374

  財源 4,177,352,513 4,177,352,513

    税収等 3,532,883,333 3,532,883,333

    国県等補助金 644,469,180 644,469,180

  本年度差額 -908,593,861 -908,593,861

  固定資産等の変動（内部変動） -998,042,410 998,042,410

    有形固定資産等の増加 146,516,975 -146,516,975

    有形固定資産等の減少 -1,295,912,448 1,295,912,448

    貸付金・基金等の増加 1,746,095,473 -1,746,095,473

    貸付金・基金等の減少 -1,594,742,410 1,594,742,410

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -62,000,352 -62,000,352

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -970,594,213 -1,060,042,762 89,448,549

本年度末純資産残高 37,065,677,417 40,042,705,456 -2,977,028,039

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）

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 3,783,798,537

    業務費用支出 2,257,035,134

      人件費支出 781,503,776

      物件費等支出 1,455,380,568

      支払利息支出 10,947,872

      その他の支出 9,202,918

    移転費用支出 1,526,763,403

      補助金等支出 721,887,544

      社会保障給付支出 314,824,050

      他会計への繰出支出 489,425,210

      その他の支出 626,599

  業務収入 4,237,863,874

    税収等収入 3,533,597,831

    国県等補助金収入 577,901,180

    使用料及び手数料収入 25,627,146

    その他の収入 100,737,717

  臨時支出 130,398,191

    災害復旧事業費支出 130,398,191

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 323,667,146

【投資活動収支】

  投資活動支出 895,641,386

    公共施設等整備費支出 146,516,975

    基金積立金支出 749,124,411

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 663,268,000

    国県等補助金収入 66,568,000

    基金取崩収入 596,600,000

    貸付金元金回収収入 100,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -232,373,386

【財務活動収支】

  財務活動支出 287,129,126

    地方債償還支出 287,129,126

    その他の支出 -

  財務活動収入 248,114,000

    地方債発行収入 248,114,000

前年度末歳計外現金残高 33,331,149

本年度歳計外現金増減額 817,367

本年度末歳計外現金残高 34,148,516

本年度末現金預金残高 483,111,672

    その他の収入 -

財務活動収支 -39,015,126

本年度資金収支額 52,278,634

前年度末資金残高 396,684,522

本年度末資金残高 448,963,156


