
【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 28,082,461,286   固定負債 7,825,383,902

    有形固定資産 24,906,135,831     地方債 7,699,491,249

      事業用資産 16,243,258,557     長期未払金 -

        土地 2,364,163,911     退職手当引当金 55,450,653

        立木竹 2,337,281,207     損失補償等引当金 -

        建物 30,836,292,040     その他 70,442,000

        建物減価償却累計額 -19,515,661,286   流動負債 90,667,335

        工作物 336,127,000     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -114,944,315     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 47,724,000

        航空機 -     預り金 10,590,246

        航空機減価償却累計額 -     その他 32,353,089

        その他 - 負債合計 7,916,051,237

        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 28,905,778,393

      インフラ資産 8,271,255,592   余剰分（不足分） -7,842,467,938

        土地 10,085,745

        建物 24,116,978,533

        建物減価償却累計額 -16,229,847,905

        工作物 412,704,035

        工作物減価償却累計額 -38,664,816

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 590,323,014

      物品減価償却累計額 -198,701,332

    無形固定資産 65,879,804

      ソフトウェア 65,879,804

      その他 -

    投資その他の資産 3,110,445,651

      投資及び出資金 11,046,000

        有価証券 4,809,000

        出資金 6,237,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17,791,562

      長期貸付金 1,200,414

      基金 3,083,178,675

        減債基金 865,290,630

        その他 2,217,888,045

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,771,000

  流動資産 896,900,406

    現金預金 51,860,393

    未収金 21,722,906

    短期貸付金 -

    基金 823,317,107

      財政調整基金 823,317,107

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 21,063,310,455

資産合計 28,979,361,692 負債及び純資産合計 28,979,361,692

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）

    その他 -

純行政コスト 4,845,505,346

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 25,900,332

    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 4,819,605,014

  臨時損失 25,900,332

    災害復旧事業費 -

  経常収益 260,095,092

    使用料及び手数料 178,884,887

    その他 81,210,205

      社会保障給付 306,615,960

      他会計への繰出金 816,470,481

      その他 1,417,594

        その他 20,820,587

    移転費用 2,259,046,909

      補助金等 1,134,542,874

      その他の業務費用 51,139,438

        支払利息 30,411,851

        徴収不能引当金繰入額 -93,000

        維持補修費 97,402,797

        減価償却費 1,165,700,073

        その他 -

        その他 109,102,564

      物件費等 2,049,680,249

        物件費 786,577,379

        職員給与費 570,693,023

        賞与等引当金繰入額 47,724,000

        退職手当引当金繰入額 -7,686,077

  経常費用 5,079,700,106

    業務費用 2,820,653,197

      人件費 719,833,510

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】

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 22,368,150,378 30,158,495,117 -7,790,344,739

  純行政コスト（△） -4,845,505,346 -4,845,505,346

  財源 3,846,636,843 3,846,636,843

    税収等 3,185,778,257 3,185,778,257

    国県等補助金 660,858,586 660,858,586

  本年度差額 -998,868,503 -998,868,503

  固定資産等の変動（内部変動） -946,745,304 946,745,304

    有形固定資産等の増加 146,763,890 -146,763,890

    有形固定資産等の減少 -1,201,825,874 1,201,825,874

    貸付金・基金等の増加 163,212,983 -163,212,983

    貸付金・基金等の減少 -54,896,303 54,896,303

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -305,971,420 -305,971,420

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,304,839,923 -1,252,716,724 -52,123,199

本年度末純資産残高 21,063,310,455 28,905,778,393 -7,842,467,938

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）

前年度末歳計外現金残高 15,231,221

本年度歳計外現金増減額 -4,640,975

本年度末歳計外現金残高 10,590,246

本年度末現金預金残高 51,860,393

    その他の収入 -

財務活動収支 -11,183,751

本年度資金収支額 39,168,803

前年度末資金残高 2,101,344

本年度末資金残高 41,270,147

  財務活動支出 562,991,751

    地方債償還支出 562,991,751

    その他の支出 -

  財務活動収入 551,808,000

    地方債発行収入 551,808,000

    貸付金元金回収収入 2,466,303

    資産売却収入 10,225,469

    その他の収入 -

投資活動収支 172,081,884

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 371,759,772

    国県等補助金収入 306,638,000

    基金取崩収入 52,430,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 199,677,888

    公共施設等整備費支出 146,763,890

    基金積立金支出 52,913,998

    投資及び出資金支出 -

  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 -121,729,330

  業務収入 3,792,410,780

    税収等収入 3,176,048,252

    国県等補助金収入 354,220,586

    使用料及び手数料収入 180,931,737

    その他の収入 81,210,205

    移転費用支出 2,259,046,909

      補助金等支出 1,134,542,874

      社会保障給付支出 306,615,960

      他会計への繰出支出 816,470,481

      その他の支出 1,417,594

    業務費用支出 1,655,093,201

      人件費支出 719,880,587

      物件費等支出 883,980,176

      支払利息支出 30,411,851

      その他の支出 20,820,587

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 3,914,140,110


