
【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】【様式第1号】

（単位：円）

科目科目科目科目 金額金額金額金額 科目科目科目科目 金額金額金額金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 42,579,607,762   固定負債 6,409,536,727

    有形固定資産 36,151,187,018     地方債 5,473,892,168

      事業用資産 9,861,676,391     長期未払金 -

        土地 3,759,185,583     退職手当引当金 888,484,523

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,722,667,486     その他 47,160,036

        建物減価償却累計額 -8,996,963,289   流動負債 991,066,186

        工作物 1,765,145,912     １年内償還予定地方債 794,474,164

        工作物減価償却累計額 -1,578,165,035     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 84,889,529

        航空機 -     預り金 104,352,877

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,349,616

        その他 - 負債合計 7,400,602,913

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 189,805,734   固定資産等形成分 45,530,363,584

      インフラ資産 26,165,433,210   余剰分（不足分） -6,625,054,611

        土地 8,786,021,804

        建物 168,492,321

        建物減価償却累計額 -38,850,710

        工作物 38,643,898,944

        工作物減価償却累計額 -21,524,353,200

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 130,224,051

      物品 812,912,905

      物品減価償却累計額 -688,835,488

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,428,420,744

      投資及び出資金 3,295,054,024

        有価証券 -

        出資金 3,295,054,024

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 174,981,437

      長期貸付金 -

      基金 2,969,006,656

        減債基金 1,362,387,957

        その他 1,606,618,699

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,621,373

  流動資産 3,726,304,124

    現金預金 711,626,472

    未収金 68,052,624

    短期貸付金 -

    基金 2,950,755,822

      財政調整基金 2,950,755,822

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,130,794 純資産合計 38,905,308,973

資産合計 46,305,911,886 負債及び純資産合計 46,305,911,886

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 9,891,701,003

    その他 -

  臨時利益 4,083,433

    資産売却益 4,083,433

    資産除売却損 883,997

    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 9,872,744,060

  臨時損失 23,040,376

    災害復旧事業費 22,156,379

  経常収益 146,758,165

    使用料及び手数料 59,493,639

    その他 87,264,526

      社会保障給付 1,403,442,432

      他会計への繰出金 856,984,199

      その他 144,590,724

        その他 64,748,302

    移転費用 4,585,864,204

      補助金等 2,180,846,849

      その他の業務費用 108,044,230

        支払利息 32,299,108

        徴収不能引当金繰入額 10,996,820

        維持補修費 127,587,056

        減価償却費 1,129,669,124

        その他 -

        その他 351,257,254

      物件費等 3,904,990,832

        物件費 2,647,734,652

        職員給与費 984,456,176

        賞与等引当金繰入額 84,889,529

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,019,502,225

    業務費用 5,433,638,021

      人件費 1,420,602,959

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目科目科目科目 金額金額金額金額



【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】【様式第3号】

（単位：円）

科目科目科目科目 合計合計合計合計 固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分固定資産等形成分 余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 39,150,084,751 45,866,063,906 -6,715,979,155

  純行政コスト（△） -9,891,701,003 -9,891,701,003

  財源 9,649,382,707 9,649,382,707

    税収等 7,424,206,124 7,424,206,124

    国県等補助金 2,225,176,583 2,225,176,583

  本年度差額 -242,318,296 -242,318,296

  固定資産等の変動（内部変動） -333,242,840 333,242,840

    有形固定資産等の増加 796,864,344 -796,864,344

    有形固定資産等の減少 -1,271,118,220 1,271,118,220

    貸付金・基金等の増加 428,450,986 -428,450,986

    貸付金・基金等の減少 -287,439,950 287,439,950

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -2,457,482 -2,457,482 -

  本年度純資産変動額 -244,775,778 -335,700,322 90,924,544

本年度末純資産残高 38,905,308,973 45,530,363,584 -6,625,054,611

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 99,985,965

本年度歳計外現金増減額 4,366,912

本年度末歳計外現金残高 104,352,877

本年度末現金預金残高 711,626,472

    その他の収入 -

財務活動収支 85,746,249

本年度資金収支額 147,492,209

前年度末資金残高 459,781,386

本年度末資金残高 607,273,595

  財務活動支出 761,153,751

    地方債償還支出 761,153,751

    その他の支出 -

  財務活動収入 846,900,000

    地方債発行収入 846,900,000

    貸付金元金回収収入 220,000

    資産売却収入 5,950,234

    その他の収入 -

投資活動収支 -746,255,102

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 114,720,734

    国県等補助金収入 73,563,000

    基金取崩収入 34,987,500

【投資活動収支】

  投資活動支出 860,975,836

    公共施設等整備費支出 658,166,046

    基金積立金支出 105,106,494

    投資及び出資金支出 97,703,296

  臨時支出 22,156,379

    災害復旧事業費支出 22,156,379

    その他の支出 -

  臨時収入 6,790,000

業務活動収支 808,001,062

  業務収入 9,697,516,538

    税収等収入 7,429,798,470

    国県等補助金収入 2,144,823,583

    使用料及び手数料収入 58,576,289

    その他の収入 64,318,196

    移転費用支出 4,585,864,204

      補助金等支出 2,180,846,849

      社会保障給付支出 1,403,442,432

      他会計への繰出支出 856,984,199

      その他の支出 144,590,724

    業務費用支出 4,288,284,893

      人件費支出 1,421,223,333

      物件費等支出 2,782,671,324

      支払利息支出 32,299,108

      その他の支出 52,091,128

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目科目科目科目 金額金額金額金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,874,149,097


