
【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 30,870,389,338   固定負債 7,084,774,771

    有形固定資産 25,371,140,599     地方債 5,969,350,621

      事業用資産 15,220,173,491     長期未払金 -

        土地 2,774,677,277     退職手当引当金 1,115,424,150

        立木竹 6,094,621,987     損失補償等引当金 -

        建物 15,834,350,197     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,065,871,681   流動負債 840,564,127

        工作物 1,665,817,615     １年内償還予定地方債 767,859,068

        工作物減価償却累計額 -1,091,507,704     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 60,957,254

        航空機 -     預り金 11,747,805

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,925,338,898

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,085,800   固定資産等形成分 34,510,506,055

      インフラ資産 9,915,262,395   余剰分（不足分） -7,518,402,600

        土地 411,553,640

        建物 1,266,807,013

        建物減価償却累計額 -877,159,211

        工作物 27,769,087,802

        工作物減価償却累計額 -18,729,191,869

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 74,165,020

      物品 781,786,161

      物品減価償却累計額 -546,081,448

    無形固定資産 18,665,090

      ソフトウェア 18,665,090

      その他 -

    投資その他の資産 5,480,583,649

      投資及び出資金 145,613,918

        有価証券 142,500

        出資金 145,471,418

        その他 -

      投資損失引当金 -94,931,949

      長期延滞債権 63,570,979

      長期貸付金 -

      基金 5,369,557,013

        減債基金 1,852,227,309

        その他 3,517,329,704

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,226,312

  流動資産 4,047,053,015

    現金預金 389,855,373

    未収金 14,006,485

    短期貸付金 -

    基金 3,640,116,717

      財政調整基金 3,640,116,717

      減債基金 -

    棚卸資産 4,429,920

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,355,480 純資産合計 26,992,103,455

資産合計 34,917,442,353 負債及び純資産合計 34,917,442,353

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 6,341,285,007

    その他 -

  臨時利益 664,394

    資産売却益 664,394

    資産除売却損 1

    投資損失引当金繰入額 10,818,861

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,294,373,174

  臨時損失 47,576,227

    災害復旧事業費 36,757,365

  経常収益 416,189,828

    使用料及び手数料 86,376,332

    その他 329,813,496

      社会保障給付 491,191,927

      他会計への繰出金 696,175,000

      その他 3,515,918

        その他 40,912,866

    移転費用 3,025,159,325

      補助金等 1,834,276,480

      その他の業務費用 70,678,924

        支払利息 26,972,818

        徴収不能引当金繰入額 2,793,240

        維持補修費 315,692,030

        減価償却費 1,075,785,304

        その他 -

        その他 295,728,740

      物件費等 2,583,761,166

        物件費 1,192,283,832

        職員給与費 665,685,593

        賞与等引当金繰入額 60,957,254

        退職手当引当金繰入額 8,592,000

  経常費用 6,710,563,002

    業務費用 3,685,403,677

      人件費 1,030,963,587

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 27,179,132,223 34,622,021,128 -7,442,888,905

  純行政コスト（△） -6,341,285,007 -6,341,285,007

  財源 6,291,627,901 6,291,627,901

    税収等 5,224,935,030 5,224,935,030

    国県等補助金 1,066,692,871 1,066,692,871

  本年度差額 -49,657,106 -49,657,106

  固定資産等の変動（内部変動） 25,856,589 -25,856,589

    有形固定資産等の増加 1,050,222,588 -1,050,222,588

    有形固定資産等の減少 -1,075,785,311 1,075,785,311

    貸付金・基金等の増加 208,164,665 -208,164,665

    貸付金・基金等の減少 -156,745,353 156,745,353

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -137,371,258 -137,371,258

  その他 -404 -404 -

  本年度純資産変動額 -187,028,768 -111,515,073 -75,513,695

本年度末純資産残高 26,992,103,455 34,510,506,055 -7,518,402,600

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 9,820,929

本年度歳計外現金増減額 1,926,876

本年度末歳計外現金残高 11,747,805

本年度末現金預金残高 389,855,373

    その他の収入 -

財務活動収支 -9,619,014

本年度資金収支額 -73,583,351

前年度末資金残高 451,690,919

本年度末資金残高 378,107,568

  財務活動支出 952,665,014

    地方債償還支出 952,665,014

    その他の支出 -

  財務活動収入 943,046,000

    地方債発行収入 943,046,000

    貸付金元金回収収入 21,926

    資産売却収入 664,400

    その他の収入 13,798,000

投資活動収支 -907,961,705

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 350,240,137

    国県等補助金収入 191,549,811

    基金取崩収入 144,206,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,258,201,842

    公共施設等整備費支出 1,050,222,588

    基金積立金支出 207,979,254

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 36,757,365

    災害復旧事業費支出 36,757,365

    その他の支出 -

  臨時収入 7,462,000

業務活動収支 843,997,368

  業務収入 6,494,727,410

    税収等収入 5,211,670,072

    国県等補助金収入 867,681,060

    使用料及び手数料収入 85,550,886

    その他の収入 329,825,392

    移転費用支出 3,025,159,325

      補助金等支出 1,834,276,480

      社会保障給付支出 491,191,927

      他会計への繰出支出 696,175,000

      その他の支出 3,515,918

    業務費用支出 2,596,275,352

      人件費支出 1,018,705,371

      物件費等支出 1,512,405,782

      支払利息支出 26,972,818

      その他の支出 38,191,381

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 5,621,434,677


