
【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 13,205,856,641   固定負債 3,340,050,431

    有形固定資産 12,730,962,380     地方債 3,272,971,104

      事業用資産 5,944,566,550     長期未払金 -

        土地 1,946,601,961     退職手当引当金 63,341,327

        立木竹 47,483,105     損失補償等引当金 3,738,000

        建物 9,189,222,333     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,443,404,692   流動負債 772,353,156

        工作物 1,016,222,525     １年内償還予定地方債 311,293,000

        工作物減価償却累計額 -847,759,682     未払金 79,500

        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 42,630,000

        航空機 -     預り金 418,350,656

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,112,403,587

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 36,201,000   固定資産等形成分 15,356,881,092

      インフラ資産 6,685,551,571   余剰分（不足分） -3,363,990,600

        土地 969,691,024

        建物 17,001,865

        建物減価償却累計額 -17,001,860

        工作物 18,084,299,112

        工作物減価償却累計額 -12,368,438,570

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 712,138,138

      物品減価償却累計額 -611,293,879

    無形固定資産 32,525,948

      ソフトウェア 32,525,948

      その他 -

    投資その他の資産 442,368,313

      投資及び出資金 389,853,123

        有価証券 3,016,123

        出資金 386,837,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 16,891,580

      長期貸付金 -

      基金 38,427,610

        減債基金 -

        その他 38,427,610

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,804,000

  流動資産 2,899,437,438

    現金預金 741,657,242

    未収金 6,818,745

    短期貸付金 -

    基金 2,151,024,451

      財政調整基金 2,148,444,780

      減債基金 2,579,671

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -63,000 純資産合計 11,992,890,492

資産合計 16,105,294,079 負債及び純資産合計 16,105,294,079

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 3,595,400,372

    その他 -

  臨時利益 4,284,400

    資産売却益 4,284,400

    資産除売却損 970,726

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 3,738,000

純経常行政コスト 3,594,976,046

  臨時損失 4,708,726

    災害復旧事業費 -

  経常収益 125,460,822

    使用料及び手数料 62,866,831

    その他 62,593,991

      社会保障給付 690,037,369

      他会計への繰出金 371,783,249

      その他 511,495

        その他 9,049,180

    移転費用 1,610,499,399

      補助金等 548,167,286

      その他の業務費用 30,839,626

        支払利息 22,346,446

        徴収不能引当金繰入額 -556,000

        維持補修費 317,805,132

        減価償却費 578,762,210

        その他 -

        その他 42,481,843

      物件費等 1,518,450,111

        物件費 621,882,769

        職員給与費 473,413,103

        賞与等引当金繰入額 42,630,000

        退職手当引当金繰入額 2,122,786

  経常費用 3,720,436,868

    業務費用 2,109,937,469

      人件費 560,647,732

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】

（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 12,363,547,705 15,085,496,309 -2,721,948,604

  純行政コスト（△） -3,595,400,372 -3,595,400,372

  財源 3,225,762,738 3,225,762,738

    税収等 2,544,850,333 2,544,850,333

    国県等補助金 680,912,405 680,912,405

  本年度差額 -369,637,634 -369,637,634

  固定資産等の変動（内部変動） 272,404,362 -272,404,362

    有形固定資産等の増加 735,948,974 -735,948,974

    有形固定資産等の減少 -578,762,210 578,762,210

    貸付金・基金等の増加 234,482,722 -234,482,722

    貸付金・基金等の減少 -119,265,124 119,265,124

  資産評価差額 -1,019,579 -1,019,579

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -370,657,213 271,384,783 -642,041,996

本年度末純資産残高 11,992,890,492 15,356,881,092 -3,363,990,600

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）

前年度末歳計外現金残高 427,019,600

本年度歳計外現金増減額 -8,668,944

本年度末歳計外現金残高 418,350,656

本年度末現金預金残高 741,657,242

    その他の収入 -

財務活動収支 675,000,436

本年度資金収支額 66,109,253

前年度末資金残高 257,197,333

本年度末資金残高 323,306,586

  財務活動支出 279,699,564

    地方債償還支出 279,699,564

    その他の支出 -

  財務活動収入 954,700,000

    地方債発行収入 954,700,000

    貸付金元金回収収入 16,750,000

    資産売却収入 4,284,400

    その他の収入 -

投資活動収支 -805,321,296

【財務活動収支】

    貸付金支出 16,750,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 165,110,400

    国県等補助金収入 44,076,000

    基金取崩収入 100,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 970,431,696

    公共施設等整備費支出 735,948,974

    基金積立金支出 217,732,722

    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 196,430,113

  業務収入 3,332,691,885

    税収等収入 2,547,417,213

    国県等補助金収入 659,902,405

    使用料及び手数料収入 62,778,276

    その他の収入 62,593,991

    移転費用支出 1,610,499,399

      補助金等支出 548,167,286

      社会保障給付支出 690,037,369

      他会計への繰出支出 371,783,249

      その他の支出 511,495

    業務費用支出 1,525,762,373

      人件費支出 554,685,946

      物件費等支出 939,687,901

      支払利息支出 22,346,446

      その他の支出 9,042,080

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 3,136,261,772


