
【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 18,389,467,755   固定負債 7,812,880,999

    有形固定資産 17,538,524,198     地方債等 5,681,619,487

      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 2,064,182,185

        建物減価償却累計額 -5,443,404,692   流動負債 1,082,343,921

        工作物 1,016,222,525     １年内償還予定地方債等 587,890,543

        工作物減価償却累計額 -847,759,682     未払金 20,504,603

        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 44,794,000

        航空機 -     預り金 418,350,656

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,804,119

        その他 - 負債合計 8,895,224,920

        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 20,540,492,206

      インフラ資産 11,443,767,797   余剰分（不足分） -7,512,015,739

        土地 1,012,761,688   他団体出資等分 -

        建物 220,013,629

        建物減価償却累計額 -127,504,846

        工作物 26,665,659,176

        工作物減価償却累計額 -16,328,842,840

        その他 1,680,990

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,100,528,676

      物品減価償却累計額 -950,338,825

    無形固定資産 269,039,574

      ソフトウェア 35,470,028

      その他 233,569,546

    投資その他の資産 581,903,983

      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 -

      長期延滞債権 35,735,366

      長期貸付金 -

      基金 162,253,494

        減債基金 -

        その他 162,253,494

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,938,000

  流動資産 3,534,233,632

    現金預金 1,329,069,611

    未収金 53,641,855

    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 472,345

    その他 88,370

    徴収不能引当金 -63,000

  繰延資産 - 純資産合計 13,028,476,467

資産合計 21,923,701,387 負債及び純資産合計 21,923,701,387

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 4,284,400

    その他 89,654

純行政コスト 5,160,020,229

    損失補償等引当金繰入額 3,738,000

    その他 328,663

  臨時利益 4,374,054

  臨時損失 5,037,389

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 970,726

    使用料及び手数料 335,476,734

    その他 71,417,275

純経常行政コスト 5,159,356,894

      社会保障給付 690,263,009

      その他 545,695

  経常収益 406,894,009

        その他 20,914,664

    移転費用 2,987,562,355

      補助金等 2,296,753,651

      その他の業務費用 96,821,633

        支払利息 77,202,969

        徴収不能引当金繰入額 -1,296,000

        維持補修費 327,197,731

        減価償却費 781,630,090

        その他 -

        その他 47,127,095

      物件費等 1,880,603,554

        物件費 771,775,733

        職員給与費 506,704,480

        賞与等引当金繰入額 45,309,000

        退職手当引当金繰入額 2,122,786

  経常費用 5,566,250,903

    業務費用 2,578,688,548

      人件費 601,263,361

全体行政コスト計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 13,265,819,684 20,469,321,545 -7,203,501,861 -

  純行政コスト（△） -5,160,020,229 -5,160,020,229 -

  財源 4,923,696,591 4,923,696,591 -

    税収等 3,222,499,723 3,222,499,723 -

    国県等補助金 1,701,196,868 1,701,196,868 -

  本年度差額 -236,323,638 -236,323,638 -

  固定資産等の変動（内部変動） 72,190,240 -72,190,240

    有形固定資産等の増加 745,003,173 -745,003,173

    有形固定資産等の減少 -781,630,090 781,630,090

    貸付金・基金等の増加 259,832,765 -259,832,765

    貸付金・基金等の減少 -151,015,608 151,015,608

  資産評価差額 -1,019,579 -1,019,579

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -237,343,217 71,170,661 -308,513,878 -

本年度末純資産残高 13,028,476,467 20,540,492,206 -7,512,015,739 -

全体純資産変動計算書
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 1,329,069,611

財務活動収支 486,750,686

本年度資金収支額 141,692,149

前年度末資金残高 769,026,806

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 910,718,955

    地方債等償還支出 557,349,314

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,044,100,000

    地方債等発行収入 1,044,100,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 4,284,400

    その他の収入 60,821,304

投資活動収支 -751,949,964

【財務活動収支】

  財務活動支出 557,349,314

    その他の支出 -

  投資活動収入 252,877,704

    国県等補助金収入 44,076,000

    基金取崩収入 126,946,000

    貸付金元金回収収入 16,750,000

  投資活動支出 1,004,827,668

    公共施設等整備費支出 745,003,173

    基金積立金支出 243,074,495

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 16,750,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 328,663

  臨時収入 89,654

業務活動収支 406,891,427

【投資活動収支】

    税収等収入 3,108,146,638

    国県等補助金収入 1,680,186,868

    使用料及び手数料収入 332,029,064

    その他の収入 71,406,980

  臨時支出 328,663

    移転費用支出 2,987,562,355

      補助金等支出 2,296,753,651

      社会保障給付支出 690,263,009

      その他の支出 545,695

  業務収入 5,191,769,550

    業務費用支出 1,797,076,759

      人件費支出 595,595,575

      物件費等支出 1,103,202,171

      支払利息支出 77,202,969

      その他の支出 21,076,044

全体資金収支計算書
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 4,784,639,114


