
【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 13,504,972,470   固定負債 5,009,680,992

    有形固定資産 11,617,397,325     地方債 3,734,352,992

      事業用資産 4,185,509,281     長期未払金 -

        土地 1,348,960,232     退職手当引当金 1,275,328,000

        立木竹 13,331,751     損失補償等引当金 -

        建物 6,160,029,494     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,479,395,261   流動負債 448,568,041

        工作物 254,998,040     １年内償還予定地方債 381,001,407

        工作物減価償却累計額 -114,196,975     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 58,711,000

        航空機 -     預り金 8,855,634

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,458,249,033

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,782,000   固定資産等形成分 14,470,575,470

      インフラ資産 7,397,505,595   余剰分（不足分） -4,706,500,164

        土地 392,561,870

        建物 99,177,430

        建物減価償却累計額 -71,908,694

        工作物 17,531,658,268

        工作物減価償却累計額 -10,557,349,279

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,366,000

      物品 336,798,245

      物品減価償却累計額 -302,415,796

    無形固定資産 12,645,598

      ソフトウェア 12,645,598

      その他 -

    投資その他の資産 1,874,929,547

      投資及び出資金 739,340,000

        有価証券 11,800,000

        出資金 727,540,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 34,003,691

      長期貸付金 4,690,000

      基金 1,102,356,856

        減債基金 29,900,000

        その他 1,072,456,856

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,461,000

  流動資産 1,717,351,869

    現金預金 405,750,349

    未収金 346,014,520

    短期貸付金 -

    基金 965,603,000

      財政調整基金 965,603,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -16,000 純資産合計 9,764,075,306

資産合計 15,222,324,339 負債及び純資産合計 15,222,324,339

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 4,024,219,238

    その他 -

  臨時利益 5,132,944

    資産売却益 5,132,944

    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 -

純経常行政コスト 3,857,568,816

  臨時損失 171,783,366

    災害復旧事業費 171,783,366

  経常収益 207,915,311

    使用料及び手数料 115,454,232

    その他 92,461,079

      社会保障給付 282,668,012

      他会計への繰出金 436,896,637

      その他 33,820,707

        その他 9,669,898

    移転費用 1,643,346,190

      補助金等 889,960,834

      その他の業務費用 36,801,339

        支払利息 26,612,441

        徴収不能引当金繰入額 519,000

        維持補修費 89,340,111

        減価償却費 538,727,228

        その他 -

        その他 63,800,256

      物件費等 1,542,728,574

        物件費 914,661,235

        職員給与費 744,882,768

        賞与等引当金繰入額 58,711,000

        退職手当引当金繰入額 -24,786,000

  経常費用 4,065,484,127

    業務費用 2,422,137,937

      人件費 842,608,024

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 9,663,328,568 14,944,962,195 -5,281,633,627

  純行政コスト（△） -4,024,219,238 -4,024,219,238

  財源 4,124,965,976 4,124,965,976

    税収等 3,252,425,212 3,252,425,212

    国県等補助金 872,540,764 872,540,764

  本年度差額 100,746,738 100,746,738

  固定資産等の変動（内部変動） -474,386,725 474,386,725

    有形固定資産等の増加 282,946,703 -282,946,703

    有形固定資産等の減少 -538,727,228 538,727,228

    貸付金・基金等の増加 420,090,659 -420,090,659

    貸付金・基金等の減少 -638,696,859 638,696,859

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 100,746,738 -474,386,725 575,133,463

本年度末純資産残高 9,764,075,306 14,470,575,470 -4,706,500,164

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 9,664,203

本年度歳計外現金増減額 -808,569

本年度末歳計外現金残高 8,855,634

本年度末現金預金残高 405,750,349

    その他の収入 -

財務活動収支 -78,935,408

本年度資金収支額 226,802,828

前年度末資金残高 170,091,887

本年度末資金残高 396,894,715

  財務活動支出 353,835,408

    地方債償還支出 353,835,408

    その他の支出 -

  財務活動収入 274,900,000

    地方債発行収入 274,900,000

    貸付金元金回収収入 4,000,000

    資産売却収入 5,132,944

    その他の収入 -

投資活動収支 113,354,540

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 811,724,243

    国県等補助金収入 167,980,000

    基金取崩収入 634,611,299

【投資活動収支】

  投資活動支出 698,369,703

    公共施設等整備費支出 282,946,703

    基金積立金支出 415,423,000

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 171,783,366

    災害復旧事業費支出 171,783,366

    その他の支出 -

  臨時収入 9,596,000

業務活動収支 192,383,696

  業務収入 3,906,391,961

    税収等収入 3,245,285,246

    国県等補助金収入 452,752,764

    使用料及び手数料収入 115,922,802

    その他の収入 92,431,149

    移転費用支出 1,643,346,190

      補助金等支出 889,960,834

      社会保障給付支出 282,668,012

      他会計への繰出支出 436,896,637

      その他の支出 33,820,707

    業務費用支出 1,908,474,709

      人件費支出 868,191,024

      物件費等支出 1,004,001,346

      支払利息支出 26,612,441

      その他の支出 9,669,898

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 3,551,820,899


