
【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 24,941,081,267   固定負債 10,483,665,250

    有形固定資産 22,310,990,680     地方債 9,700,875,229

      事業用資産 8,638,768,357     長期未払金 -

        土地 2,088,644,015     退職手当引当金 782,790,021

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,413,008,934     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,118,402,171   流動負債 1,441,100,086

        工作物 894,998,626     １年内償還予定地方債 1,303,580,335

        工作物減価償却累計額 -639,481,047     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 116,903,271

        航空機 -     預り金 20,616,480

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 11,924,765,336

        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 27,312,990,740

      インフラ資産 13,552,802,869   余剰分（不足分） -11,657,831,583

        土地 85,434,244

        建物 171,573,200

        建物減価償却累計額 -106,210,839

        工作物 41,052,577,236

        工作物減価償却累計額 -27,701,162,706

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -142,436,459

        建設仮勘定 43,028,193

      物品 580,571,149

      物品減価償却累計額 -461,151,695

    無形固定資産 5,538,477

      ソフトウェア 5,538,477

      その他 -

    投資その他の資産 2,624,552,110

      投資及び出資金 359,802,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 312,792,336

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 52,126,513

      長期貸付金 -

      基金 2,214,516,468

        減債基金 -

        その他 2,214,516,468

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,893,207

  流動資産 2,638,843,226

    現金預金 186,133,537

    未収金 12,749,748

    短期貸付金 -

    基金 2,371,909,473

      財政調整基金 749,808,319

      減債基金 1,622,101,154

    棚卸資産 68,748,720

    その他 -

    徴収不能引当金 -698,252 純資産合計 15,655,159,157

資産合計 27,579,924,493 負債及び純資産合計 27,579,924,493

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 6,773,081,713

    その他 -

  臨時利益 400,000

    資産売却益 400,000

    資産除売却損 11,079,460

    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 6,720,291,033

  臨時損失 53,190,680

    災害復旧事業費 42,111,220

  経常収益 306,230,799

    使用料及び手数料 139,021,793

    その他 167,209,006

      社会保障給付 634,453,939

      他会計への繰出金 1,004,487,424

      その他 3,685,190

        その他 38,364,665

    移転費用 2,970,820,360

      補助金等 1,328,193,807

      その他の業務費用 88,271,636

        支払利息 48,269,411

        徴収不能引当金繰入額 1,637,560

        維持補修費 222,642,235

        減価償却費 1,103,051,280

        その他 -

        その他 50,240,264

      物件費等 2,079,159,563

        物件費 753,466,048

        職員給与費 1,677,004,254

        賞与等引当金繰入額 116,903,271

        退職手当引当金繰入額 44,122,484

  経常費用 7,026,521,832

    業務費用 4,055,701,472

      人件費 1,888,270,273

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 15,889,402,181 28,285,182,442 -12,395,780,261

  純行政コスト（△） -6,773,081,713 -6,773,081,713

  財源 6,539,783,964 6,539,783,964

    税収等 5,548,454,388 5,548,454,388

    国県等補助金 991,329,576 991,329,576

  本年度差額 -233,297,749 -233,297,749

  固定資産等の変動（内部変動） -971,246,427 971,246,427

    有形固定資産等の増加 469,813,859 -469,813,859

    有形固定資産等の減少 -1,115,630,740 1,115,630,740

    貸付金・基金等の増加 23,792,972 -23,792,972

    貸付金・基金等の減少 -349,222,518 349,222,518

  資産評価差額 -945,274 -945,274

  無償所管換等 -1 -1

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -234,243,024 -972,191,702 737,948,678

本年度末純資産残高 15,655,159,157 27,312,990,740 -11,657,831,583

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 28,541,810

本年度歳計外現金増減額 -7,925,330

本年度末歳計外現金残高 20,616,480

本年度末現金預金残高 186,133,537

    その他の収入 -

財務活動収支 -676,959,728

本年度資金収支額 44,240,258

前年度末資金残高 121,276,799

本年度末資金残高 165,517,057

  財務活動支出 1,348,859,728

    地方債償還支出 1,348,859,728

    その他の支出 -

  財務活動収入 671,900,000

    地方債発行収入 671,900,000

    貸付金元金回収収入 90,000

    資産売却収入 1,900,000

    その他の収入 5,000,000

投資活動収支 -22,273,100

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 470,837,000

    国県等補助金収入 122,140,000

    基金取崩収入 341,707,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 493,110,100

    公共施設等整備費支出 469,813,859

    基金積立金支出 23,296,241

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 42,111,220

    災害復旧事業費支出 42,111,220

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 743,473,086

  業務収入 6,725,080,305

    税収等収入 5,549,813,957

    国県等補助金収入 869,189,576

    使用料及び手数料収入 139,826,712

    その他の収入 166,250,060

    移転費用支出 2,970,820,360

      補助金等支出 1,328,193,807

      社会保障給付支出 634,453,939

      他会計への繰出支出 1,004,487,424

      その他の支出 3,685,190

    業務費用支出 2,968,675,639

      人件費支出 1,849,204,502

      物件費等支出 976,108,283

      支払利息支出 48,269,411

      その他の支出 95,093,443

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 5,939,495,999


