
【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 14,563,595,115   固定負債 4,385,588,559

    有形固定資産 13,092,249,460     地方債 2,914,541,610

      事業用資産 7,304,798,446     長期未払金 -

        土地 1,366,890,212     退職手当引当金 860,446,994

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,437,835,420     その他 610,599,955

        建物減価償却累計額 -5,021,098,593   流動負債 404,581,133

        工作物 812,983,144     １年内償還予定地方債 284,806,433

        工作物減価償却累計額 -313,271,737     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 381,990

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 44,493,160

        航空機 -     預り金 19,717,872

        航空機減価償却累計額 -     その他 55,181,678

        その他 - 負債合計 4,790,169,692

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460,000   固定資産等形成分 15,287,185,092

      インフラ資産 5,663,364,679   余剰分（不足分） -4,580,902,837

        土地 171,907,679

        建物 170,842,490

        建物減価償却累計額 -132,222,178

        工作物 12,541,206,091

        工作物減価償却累計額 -7,271,840,179

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 183,470,776

      物品 458,605,424

      物品減価償却累計額 -334,519,089

    無形固定資産 7,128,545

      ソフトウェア 7,128,507

      その他 38

    投資その他の資産 1,464,217,110

      投資及び出資金 500,722,000

        有価証券 -

        出資金 500,722,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 92,357,766

      長期貸付金 -

      基金 872,901,378

        減債基金 37,854,966

        その他 835,046,412

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,764,034

  流動資産 932,856,832

    現金預金 153,960,513

    未収金 55,967,623

    短期貸付金 -

    基金 723,589,977

      財政調整基金 723,589,977

      減債基金 -

    棚卸資産 407,700

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,068,981 純資産合計 10,706,282,255

資産合計 15,496,451,947 負債及び純資産合計 15,496,451,947

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）

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

  経常費用 3,383,554,244

    業務費用 2,159,651,884

      人件費 813,607,864

        職員給与費 644,859,115

        賞与等引当金繰入額 44,493,160

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 124,255,589

      物件費等 1,315,559,498

        物件費 730,048,331

        維持補修費 39,737,734

        減価償却費 545,773,433

        その他 -

      その他の業務費用 30,484,522

        支払利息 17,814,106

        徴収不能引当金繰入額 1,068,981

        その他 11,601,435

    移転費用 1,223,902,360

      補助金等 671,111,557

      社会保障給付 283,293,338

      他会計への繰出金 250,819,375

      その他 18,678,090

  経常収益 297,059,008

    使用料及び手数料 119,994,584

    その他 177,064,424

純経常行政コスト 3,086,495,236

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    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 -

    その他 -

純行政コスト 3,076,015,763

    その他 -

  臨時利益 10,479,473

    資産売却益 10,479,473



【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 10,820,106,502 13,944,741,521 -3,124,635,019

  純行政コスト（△） -3,076,015,763 -3,076,015,763

  財源 2,958,436,915 2,958,436,915

    税収等 2,290,413,667 2,290,413,667

    国県等補助金 668,023,248 668,023,248

  本年度差額 -117,578,848 -117,578,848

  固定資産等の変動（内部変動） 1,338,688,970 -1,338,688,970

    有形固定資産等の増加 2,233,713,404 -2,233,713,404

    有形固定資産等の減少 -633,042,984 633,042,984

    貸付金・基金等の増加 868,440,664 -868,440,664

    貸付金・基金等の減少 -1,130,422,114 1,130,422,114

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 401,050 401,050

  その他 3,353,551 3,353,551 -

  本年度純資産変動額 -113,824,247 1,342,443,571 -1,456,267,818

本年度末純資産残高 10,706,282,255 15,287,185,092 -4,580,902,837

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）

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 2,844,454,018

    業務費用支出 1,620,551,658

      人件費支出 821,350,052

      物件費等支出 769,786,065

      支払利息支出 17,814,106

      その他の支出 11,601,435

    移転費用支出 1,223,902,360

      補助金等支出 671,111,557

      社会保障給付支出 283,293,338

      他会計への繰出支出 250,819,375

      その他の支出 18,678,090

  業務収入 2,972,366,398

    税収等収入 2,285,586,546

    国県等補助金収入 463,267,118

    使用料及び手数料収入 119,798,015

    その他の収入 103,714,719

  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 127,912,380

【投資活動収支】

  投資活動支出 426,486,483

    公共施設等整備費支出 350,727,572

    基金積立金支出 75,758,911

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,039,371,351

    国県等補助金収入 630,440,130

    基金取崩収入 393,840,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 14,791,221

    その他の収入 300,000

投資活動収支 612,884,868

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,461,057,610

    地方債償還支出 276,179,828

    その他の支出 1,184,877,782

  財務活動収入 618,800,000

    地方債発行収入 618,800,000

前年度末歳計外現金残高 19,650,798

本年度歳計外現金増減額 449,064

本年度末歳計外現金残高 20,099,862

本年度末現金預金残高 153,960,513

    その他の収入 -

財務活動収支 -842,257,610

本年度資金収支額 -101,460,362

前年度末資金残高 235,321,013

本年度末資金残高 133,860,651


