
【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 23,407,425,969   固定負債 5,777,454,930

    有形固定資産 22,201,959,720     地方債 5,136,236,930

      事業用資産 10,173,887,439     長期未払金 -

        土地 2,445,684,427     退職手当引当金 528,757,000

        立木竹 195,702,200     損失補償等引当金 14,266,000

        建物 18,903,254,721     その他 98,195,000

        建物減価償却累計額 -11,544,265,730   流動負債 676,083,000

        工作物 456,039,389     １年内償還予定地方債 554,335,000

        工作物減価償却累計額 -282,527,568     未払金 1,406,000

        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 65,778,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 54,564,000

        その他 - 負債合計 6,453,537,930

        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 24,236,830,234

      インフラ資産 11,749,250,774   余剰分（不足分） -6,183,001,240

        土地 1,306,808,915

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 29,608,902,573

        工作物減価償却累計額 -19,168,998,714

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 589,561,608

      物品減価償却累計額 -310,740,101

    無形固定資産 53,601,824

      ソフトウェア 53,601,824

      その他 -

    投資その他の資産 1,151,864,425

      投資及び出資金 186,277,500

        有価証券 137,450,000

        出資金 48,827,500

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 17,836,675

      長期貸付金 20,004,000

      基金 928,320,250

        減債基金 325,514,580

        その他 602,805,670

      その他 -

      徴収不能引当金 -574,000

  流動資産 1,099,940,955

    現金預金 112,102,569

    未収金 5,107,717

    短期貸付金 -

    基金 829,404,265

      財政調整基金 829,404,265

      減債基金 -

    棚卸資産 154,080,404

    その他 -

    徴収不能引当金 -754,000 純資産合計 18,053,828,994

資産合計 24,507,366,924 負債及び純資産合計 24,507,366,924

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 5,957,071,446

    業務費用 3,217,363,489

      人件費 974,544,045

        職員給与費 830,350,858

        賞与等引当金繰入額 65,778,000

        退職手当引当金繰入額 -2,769,000

        その他 81,184,187

      物件費等 2,207,577,616

        物件費 826,028,423

        維持補修費 162,056,861

        減価償却費 1,217,240,385

        その他 2,251,947

      その他の業務費用 35,241,828

        支払利息 53,064

        徴収不能引当金繰入額 545,000

        その他 34,643,764

    移転費用 2,739,707,957

      補助金等 1,731,910,732

      社会保障給付 465,566,204

      他会計への繰出金 541,520,121

      その他 710,900

  経常収益 269,167,844

    使用料及び手数料 35,890,132

    その他 233,277,712

純経常行政コスト 5,687,903,602

  臨時損失 -112,786,996

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 22,107,004

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -134,894,000

    その他 183,886,604

純行政コスト 5,270,519,115

    その他 -

  臨時利益 304,597,491

    資産売却益 120,710,887



【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 18,742,359,509 25,160,584,717 -6,418,225,208

  純行政コスト（△） -5,270,519,115 -5,270,519,115

  財源 4,574,313,800 4,574,313,800

    税収等 3,439,562,416 3,439,562,416

    国県等補助金 1,134,751,384 1,134,751,384

  本年度差額 -696,205,315 -696,205,315

  固定資産等の変動（内部変動） -909,322,281 909,322,281

    有形固定資産等の増加 265,066,429 -265,066,429

    有形固定資産等の減少 -1,217,240,385 1,217,240,385

    貸付金・基金等の増加 384,832,244 -384,832,244

    貸付金・基金等の減少 -341,980,569 341,980,569

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,674,800 7,674,800

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -688,530,515 -901,647,481 213,116,966

本年度末純資産残高 18,053,828,994 24,258,937,236 -6,205,108,242

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）

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 4,739,908,061

    業務費用支出 2,000,200,104

      人件費支出 975,166,045

      物件費等支出 1,024,132,530

      支払利息支出 53,064

      その他の支出 848,465

    移転費用支出 2,739,707,957

      補助金等支出 1,731,910,732

      社会保障給付支出 465,566,204

      他会計への繰出支出 541,520,121

      その他の支出 710,900

  業務収入 4,535,563,582

    税収等収入 3,439,589,048

    国県等補助金収入 828,249,384

    使用料及び手数料収入 37,118,557

    その他の収入 230,606,593

  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 -204,344,479

【投資活動収支】

  投資活動支出 648,241,391

    公共施設等整備費支出 265,066,429

    基金積立金支出 382,869,962

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 305,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 972,428,510

    国県等補助金収入 306,502,000

    基金取崩収入 336,248,000

    貸付金元金回収収入 2,971,000

    資産売却収入 326,707,510

    その他の収入 -

投資活動収支 324,187,119

【財務活動収支】

  財務活動支出 672,675,710

    地方債償還支出 618,043,000

    その他の支出 54,632,710

  財務活動収入 527,528,000

    地方債発行収入 527,528,000

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 112,102,569

    その他の収入 -

財務活動収支 -145,147,710

本年度資金収支額 -25,305,070

前年度末資金残高 137,407,639

本年度末資金残高 112,102,569


