
【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 23,897,201,914   固定負債 7,760,221,172

    有形固定資産 21,237,085,121     地方債 6,789,430,177

      事業用資産 11,255,901,410     長期未払金 -

        土地 3,952,090,867     退職手当引当金 970,790,995

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,643,701,060     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,620,306,535   流動負債 760,281,044

        工作物 530,815,612     １年内償還予定地方債 634,403,182

        工作物減価償却累計額 -250,399,594     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 81,249,883

        航空機 -     預り金 42,793,111

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,834,868

        その他 - 負債合計 8,520,502,216

        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 24,759,785,978

      インフラ資産 9,746,020,650   余剰分（不足分） -8,393,647,913

        土地 1,480,267,566

        建物 2,313,000

        建物減価償却累計額 -2,050,793

        工作物 24,326,110,423

        工作物減価償却累計額 -16,080,408,946

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,789,400

      物品 871,419,915

      物品減価償却累計額 -636,256,854

    無形固定資産 17,038,173

      ソフトウェア 17,038,173

      その他 -

    投資その他の資産 2,643,078,620

      投資及び出資金 643,190,212

        有価証券 -

        出資金 112,221,823

        その他 530,968,389

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 43,567,319

      長期貸付金 213,529

      基金 1,959,977,833

        減債基金 -

        その他 1,959,977,833

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,870,273

  流動資産 989,438,367

    現金預金 115,697,390

    未収金 12,314,107

    短期貸付金 416,077

    基金 862,167,987

      財政調整基金 755,820,500

      減債基金 106,347,487

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,157,194 純資産合計 16,366,138,065

資産合計 24,886,640,281 負債及び純資産合計 24,886,640,281

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 5,843,483,832

    その他 -

  臨時利益 298,081

    資産売却益 298,081

    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 5,835,113,793

  臨時損失 8,668,120

    災害復旧事業費 8,668,120

  経常収益 326,728,230

    使用料及び手数料 100,901,356

    その他 225,826,874

      社会保障給付 777,286,940

      他会計への繰出金 631,148,619

      その他 15,937,300

        その他 25,942,481

    移転費用 2,778,027,153

      補助金等 1,353,654,294

      その他の業務費用 77,191,792

        支払利息 46,995,265

        徴収不能引当金繰入額 4,254,046

        維持補修費 109,201,479

        減価償却費 825,545,841

        その他 -

        その他 126,110,142

      物件費等 1,923,435,222

        物件費 988,687,902

        職員給与費 1,175,827,831

        賞与等引当金繰入額 81,249,883

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,161,842,023

    業務費用 3,383,814,870

      人件費 1,383,187,856

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 16,561,613,563 24,777,267,235 -8,215,653,672

  純行政コスト（△） -5,843,483,832 -5,843,483,832

  財源 5,721,393,745 5,721,393,745

    税収等 4,447,964,935 4,447,964,935

    国県等補助金 1,273,428,810 1,273,428,810

  本年度差額 -122,090,087 -122,090,087

  固定資産等の変動（内部変動） 55,904,154 -55,904,154

    有形固定資産等の増加 904,917,857 -904,917,857

    有形固定資産等の減少 -825,545,841 825,545,841

    貸付金・基金等の増加 442,325,791 -442,325,791

    貸付金・基金等の減少 -465,793,653 465,793,653

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -73,387,329 -73,387,329

  その他 1,918 1,918 -

  本年度純資産変動額 -195,475,498 -17,481,257 -177,994,241

本年度末純資産残高 16,366,138,065 24,759,785,978 -8,393,647,913

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 43,045,584

本年度歳計外現金増減額 -252,473

本年度末歳計外現金残高 42,793,111

本年度末現金預金残高 115,697,390

    その他の収入 -

財務活動収支 218,454,457

本年度資金収支額 -25,774,635

前年度末資金残高 98,678,914

本年度末資金残高 72,904,279

  財務活動支出 701,851,543

    地方債償還支出 700,484,263

    その他の支出 1,367,280

  財務活動収入 920,306,000

    地方債発行収入 920,306,000

    貸付金元金回収収入 13,909,689

    資産売却収入 1,947,081

    その他の収入 -

投資活動収支 -823,757,938

【財務活動収支】

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 522,862,276

    国県等補助金収入 68,427,306

    基金取崩収入 438,578,200

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,346,620,214

    公共施設等整備費支出 904,917,857

    基金積立金支出 298,304,853

    投資及び出資金支出 133,397,504

  臨時支出 8,668,120

    災害復旧事業費支出 8,668,120

    その他の支出 -

  臨時収入 8,392,000

業務活動収支 579,528,846

  業務収入 5,907,100,865

    税収等収入 4,454,227,927

    国県等補助金収入 1,196,609,504

    使用料及び手数料収入 101,322,674

    その他の収入 154,940,760

    移転費用支出 2,778,027,153

      補助金等支出 1,353,654,294

      社会保障給付支出 777,286,940

      他会計への繰出支出 631,148,619

      その他の支出 15,937,300

    業務費用支出 2,549,268,746

      人件費支出 1,381,956,393

      物件費等支出 1,097,889,381

      支払利息支出 46,995,265

      その他の支出 22,427,707

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 5,327,295,899


