
【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 9,147,550,863   固定負債 3,631,151,163

    有形固定資産 7,865,472,550     地方債 2,148,407,491

      事業用資産 7,017,566,126     長期未払金 -

        土地 1,554,647,580     退職手当引当金 1,467,473,250

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,449,502,931     その他 15,270,422

        建物減価償却累計額 -7,132,853,979   流動負債 590,945,900

        工作物 8,257,060,314     １年内償還予定地方債 391,764,843

        工作物減価償却累計額 -7,117,212,920     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 181,017,807

        航空機 -     預り金 8,800,598

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,362,652

        その他 - 負債合計 4,222,097,063

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,006,422,200   固定資産等形成分 9,173,989,426

      インフラ資産 484,371,763   余剰分（不足分） -4,143,150,258

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1,259,532,931

        工作物減価償却累計額 -775,161,168

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,147,566,952

      物品減価償却累計額 -1,784,032,291

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,282,078,313

      投資及び出資金 5,000,000

        有価証券 -

        出資金 5,000,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 1,277,078,313

        減債基金 -

        その他 1,277,078,313

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 105,385,368

    現金預金 78,946,805

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 26,438,563

      財政調整基金 26,438,563

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 5,030,839,168

資産合計 9,252,936,231 負債及び純資産合計 9,252,936,231

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 4,449,689,837

    その他 -

  臨時利益 54,905,944

    資産売却益 54,905,944

    資産除売却損 2,772,814

    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 4,501,822,967

  臨時損失 2,772,814

    災害復旧事業費 -

  経常収益 142,381,204

    使用料及び手数料 16,590,126

    その他 125,791,078

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 1,621,100

        その他 4,739,480

    移転費用 36,811,728

      補助金等 35,190,628

      その他の業務費用 13,744,596

        支払利息 9,005,116

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 211,073,900

        減価償却費 461,193,557

        その他 -

        その他 33,299,448

      物件費等 1,984,792,145

        物件費 1,312,524,688

        職員給与費 2,394,538,447

        賞与等引当金繰入額 181,017,807

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,644,204,171

    業務費用 4,607,392,443

      人件費 2,608,855,702

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 3,927,121,755 8,009,491,567 -4,082,369,812

  純行政コスト（△） -4,449,689,837 -4,449,689,837

  財源 5,553,407,250 5,553,407,250

    税収等 5,085,607,000 5,085,607,000

    国県等補助金 467,800,250 467,800,250

  本年度差額 1,103,717,413 1,103,717,413

  固定資産等の変動（内部変動） 1,164,497,859 -1,164,497,859

    有形固定資産等の増加 1,652,053,532 -1,652,053,532

    有形固定資産等の減少 -463,966,371 463,966,371

    貸付金・基金等の増加 75,477,698 -75,477,698

    貸付金・基金等の減少 -99,067,000 99,067,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,103,717,413 1,164,497,859 -60,780,446

本年度末純資産残高 5,030,839,168 9,173,989,426 -4,143,150,258

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 9,480,857

本年度歳計外現金増減額 -680,259

本年度末歳計外現金残高 8,800,598

本年度末現金預金残高 78,946,805

    その他の収入 -

財務活動収支 171,223,717

本年度資金収支額 8,555,200

前年度末資金残高 61,591,007

本年度末資金残高 70,146,207

  財務活動支出 369,276,283

    地方債償還支出 369,276,283

    その他の支出 -

  財務活動収入 540,500,000

    地方債発行収入 540,500,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 54,905,944

    その他の収入 934,068,740

投資活動収支 -155,498,044

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,555,841,934

    国県等補助金収入 467,800,250

    基金取崩収入 99,067,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,711,339,978

    公共施設等整備費支出 1,635,862,280

    基金積立金支出 75,477,698

    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 -7,170,473

  業務収入 4,182,295,354

    税収等収入 4,151,538,260

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 16,590,126

    その他の収入 14,166,968

    移転費用支出 36,811,728

      補助金等支出 35,190,628

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,621,100

    業務費用支出 4,152,654,099

      人件費支出 2,607,166,097

      物件費等支出 1,536,482,886

      支払利息支出 9,005,116

      その他の支出 -

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 4,189,465,827


