
【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 11,055,041,487   固定負債 4,022,412,446

    有形固定資産 7,534,441,390     地方債 3,354,110,901

      事業用資産 5,106,743,542     長期未払金 -

        土地 1,066,563,943     退職手当引当金 668,301,545

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,228,644,157     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,823,019,137   流動負債 387,499,740

        工作物 970,120,250     １年内償還予定地方債 323,980,610

        工作物減価償却累計額 -354,563,771     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 45,979,685

        航空機 -     預り金 17,539,445

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,409,912,186

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 18,998,100   固定資産等形成分 13,210,413,041

      インフラ資産 2,359,109,622   余剰分（不足分） -3,924,421,679

        土地 27,858,416

        建物 870,178,265

        建物減価償却累計額 -680,358,262

        工作物 13,407,132,306

        工作物減価償却累計額 -11,310,956,443

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 45,255,340

      物品 606,555,652

      物品減価償却累計額 -537,967,426

    無形固定資産 1,798,632

      ソフトウェア 1,798,632

      その他 -

    投資その他の資産 3,518,801,465

      投資及び出資金 470,639,122

        有価証券 -

        出資金 39,135,936

        その他 431,503,186

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,436,063

      長期貸付金 8,260,000

      基金 3,020,057,484

        減債基金 -

        その他 3,020,057,484

      その他 -

      徴収不能引当金 -591,204

  流動資産 2,640,862,061

    現金預金 481,594,760

    未収金 4,206,918

    短期貸付金 740,000

    基金 2,154,631,554

      財政調整基金 1,731,994,467

      減債基金 422,637,087

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -311,171 純資産合計 9,285,991,362

資産合計 13,695,903,548 負債及び純資産合計 13,695,903,548

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 3,635,090,192

    業務費用 2,235,060,877

      人件費 851,521,854

        職員給与費 754,512,919

        賞与等引当金繰入額 45,979,685

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 51,029,250

      物件費等 1,350,419,669

        物件費 594,277,556

        維持補修費 226,207,341

        減価償却費 529,934,772

        その他 -

      その他の業務費用 33,119,354

        支払利息 19,489,412

        徴収不能引当金繰入額 525,366

        その他 13,104,576

    移転費用 1,400,029,315

      補助金等 674,897,686

      社会保障給付 308,528,964

      他会計への繰出金 415,842,265

      その他 760,400

  経常収益 265,724,755

    使用料及び手数料 90,745,591

    その他 174,979,164

純経常行政コスト 3,369,365,437

  臨時損失 50,556,765

    災害復旧事業費 49,202,560

    資産除売却損 1,354,205

    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 3,419,922,202

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 9,012,009,257 12,863,517,390 -3,851,508,133

  純行政コスト（△） -3,419,922,202 -3,419,922,202

  財源 3,692,854,305 3,692,854,305

    税収等 3,030,882,231 3,030,882,231

    国県等補助金 661,972,074 661,972,074

  本年度差額 272,932,103 272,932,103

  固定資産等の変動（内部変動） 345,845,649 -345,845,649

    有形固定資産等の増加 100,913,428 -100,913,428

    有形固定資産等の減少 -529,934,777 529,934,777

    貸付金・基金等の増加 891,620,525 -891,620,525

    貸付金・基金等の減少 -116,753,527 116,753,527

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,050,002 1,050,002

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 273,982,105 346,895,651 -72,913,546

本年度末純資産残高 9,285,991,362 13,210,413,041 -3,924,421,679

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）

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 3,102,127,364

    業務費用支出 1,702,098,049

      人件費支出 847,732,331

      物件費等支出 821,839,097

      支払利息支出 19,489,412

      その他の支出 13,037,209

    移転費用支出 1,400,029,315

      補助金等支出 674,897,686

      社会保障給付支出 308,528,964

      他会計への繰出支出 415,842,265

      その他の支出 760,400

  業務収入 3,917,288,335

    税収等収入 3,025,407,512

    国県等補助金収入 630,862,256

    使用料及び手数料収入 91,498,661

    その他の収入 169,519,906

  臨時支出 49,202,560

    災害復旧事業費支出 49,202,560

    その他の支出 -

  臨時収入 22,254,393

業務活動収支 788,212,804

【投資活動収支】

  投資活動支出 992,191,842

    公共施設等整備費支出 100,913,428

    基金積立金支出 884,744,414

    投資及び出資金支出 1,734,000

    貸付金支出 4,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 129,724,432

    国県等補助金収入 8,855,425

    基金取崩収入 112,732,000

    貸付金元金回収収入 3,540,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 4,597,007

投資活動収支 -862,467,410

【財務活動収支】

  財務活動支出 308,784,686

    地方債償還支出 308,784,686

    その他の支出 -

  財務活動収入 207,214,838

    地方債発行収入 207,204,000

前年度末歳計外現金残高 11,985,080

本年度歳計外現金増減額 5,554,365

本年度末歳計外現金残高 17,539,445

本年度末現金預金残高 481,594,760

    その他の収入 10,838

財務活動収支 -101,569,848

本年度資金収支額 -175,824,454

前年度末資金残高 639,879,769

本年度末資金残高 464,055,315


