
【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 7,579,485,224   固定負債 4,457,520,334

    有形固定資産 6,905,866,137     地方債 4,114,812,334

      事業用資産 4,973,846,248     長期未払金 -

        土地 1,025,982,286     退職手当引当金 342,708,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,472,610,184     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 7,777,443,534   流動負債 427,241,804

        工作物 578,154,353     １年内償還予定地方債 396,978,429

        工作物減価償却累計額 △ 354,177,041     未払金 209,000

        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 30,054,375

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,884,762,138

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 28,720,000   固定資産等形成分 8,059,028,859

      インフラ資産 1,779,072,599   余剰分（不足分） △ 4,732,665,325

        土地 187,298,418

        建物 2,711,880

        建物減価償却累計額 △ 56,949

        工作物 7,307,166,012

        工作物減価償却累計額 △ 5,763,881,522

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 45,834,760

      物品 653,325,508

      物品減価償却累計額 △ 500,378,218

    無形固定資産 388,802

      ソフトウェア 388,802

      その他 -

    投資その他の資産 673,230,285

      投資及び出資金 192,986,329

        有価証券 -

        出資金 192,986,329

        その他 -

      投資損失引当金 △ 102,410,876

      長期延滞債権 135,246,319

      長期貸付金 27,292,500

      基金 429,650,878

        減債基金 -

        その他 429,650,878

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 9,534,865

  流動資産 631,640,448

    現金預金 141,000,744

    未収金 11,937,675

    短期貸付金 -

    基金 479,543,635

      財政調整基金 395,400,172

      減債基金 84,143,463

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 841,606 純資産合計 3,326,363,534

資産合計 8,211,125,672 負債及び純資産合計 8,211,125,672

一般会計等貸借対照表
（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 2,618,405,922

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 3,792,408

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,614,605,214

  臨時損失 3,800,708

    災害復旧事業費 8,300

  経常収益 55,877,180

    使用料及び手数料 30,841,192

    その他 25,035,988

      社会保障給付 96,238,947

      他会計への繰出金 370,709,527

      その他 2,488,354

        その他 60,637,963

    移転費用 1,004,033,961

      補助金等 534,597,133

      その他の業務費用 94,753,396

        支払利息 23,943,026

        徴収不能引当金繰入額 10,172,407

        維持補修費 50,296,020

        減価償却費 406,039,113

        その他 -

        その他 49,570,485

      物件費等 1,082,830,587

        物件費 626,495,454

        職員給与費 422,289,590

        賞与等引当金繰入額 30,054,375

        退職手当引当金繰入額 △ 13,050,000

  経常費用 2,670,482,394

    業務費用 1,666,448,433

      人件費 488,864,450

一般会計等行政コスト計算書
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 3,521,415,991 8,250,786,151 △ 4,729,370,160

  純行政コスト（△） △ 2,618,405,922 △ 2,618,405,922

  財源 2,423,353,465 2,423,353,465

    税収等 2,079,339,018 2,079,339,018

    国県等補助金 344,014,447 344,014,447

  本年度差額 △ 195,052,457 △ 195,052,457

  固定資産等の変動（内部変動） △ 191,757,292 191,757,292

    有形固定資産等の増加 327,154,428 △ 327,154,428

    有形固定資産等の減少 △ 407,360,313 407,360,313

    貸付金・基金等の増加 182,552,192 △ 182,552,192

    貸付金・基金等の減少 △ 294,103,599 294,103,599

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 195,052,457 △ 191,757,292 △ 3,295,165

本年度末純資産残高 3,326,363,534 8,059,028,859 △ 4,732,665,325

一般会計等純資産変動計算書
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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 141,000,744

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 42,083,277

本年度資金収支額 △ 59,301,548

前年度末資金残高 200,302,292

本年度末資金残高 141,000,744

  財務活動支出 348,783,277

    地方債償還支出 348,783,277

    その他の支出 -

  財務活動収入 306,700,000

    地方債発行収入 306,700,000

    貸付金元金回収収入 10,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 160,761,336

【財務活動収支】

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 205,559,829

    国県等補助金収入 106,093,047

    基金取崩収入 89,466,782

【投資活動収支】

  投資活動支出 366,321,165

    公共施設等整備費支出 327,154,428

    基金積立金支出 29,166,737

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 8,300

    災害復旧事業費支出 8,300

    その他の支出 -

  臨時収入 68,715,040

業務活動収支 143,543,065

  業務収入 2,298,677,831

    税収等収入 2,073,998,491

    国県等補助金収入 169,206,360

    使用料及び手数料収入 29,538,001

    その他の収入 25,934,979

    移転費用支出 1,004,243,961

      補助金等支出 534,807,133

      社会保障給付支出 96,238,947

      他会計への繰出支出 370,709,527

      その他の支出 2,488,354

    業務費用支出 1,219,597,545

      人件費支出 501,046,306

      物件費等支出 675,560,274

      支払利息支出 23,943,026

      その他の支出 19,047,939

一般会計等資金収支計算書
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 2,223,841,506


