
【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 8,449,548,056   固定負債 6,615,898,790

    有形固定資産 7,656,752,075     地方債等 6,273,190,790

      事業用資産 5,127,822,451     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 11,640,126,824     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 7,795,303,971   流動負債 648,074,507

        工作物 578,154,353     １年内償還予定地方債等 616,230,029

        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 31,635,478

        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 7,263,973,297

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 33,040,000   固定資産等形成分 8,940,795,821

      インフラ資産 2,370,422,578   余剰分（不足分） △ 7,068,848,957

        土地 318,422,998

        建物 15,011,880

        建物減価償却累計額 △ 548,949

        工作物 8,096,301,629

        工作物減価償却累計額 △ 6,120,397,980

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 61,633,000

      物品 660,832,588

      物品減価償却累計額 △ 502,325,542

    無形固定資産 829,442

      ソフトウェア 829,442

      その他 -

    投資その他の資産 791,966,539

      投資及び出資金 192,986,329

        有価証券 -

        出資金 192,986,329

        その他 -

      長期延滞債権 185,974,063

      長期貸付金 27,292,500

      基金 498,375,805

        減債基金 -

        その他 498,375,805

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 10,251,282

  流動資産 686,372,105

    現金預金 175,182,044

    未収金 20,889,208

    短期貸付金 -

    基金 491,247,765

      財政調整基金 407,104,302

      減債基金 84,143,463

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 946,912

  繰延資産 - 純資産合計 1,871,946,864

資産合計 9,135,920,161 負債及び純資産合計 9,135,920,161

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 -

    その他 -

純行政コスト 3,075,443,252

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 3,800,708

    災害復旧事業費 8,300

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 168,615,630

    その他 31,687,158

純経常行政コスト 3,071,642,544

      社会保障給付 96,238,947

      その他 12,877,939

  経常収益 200,302,788

        その他 75,743,108

    移転費用 1,312,077,975

      補助金等 1,202,961,089

      その他の業務費用 158,349,365

        支払利息 71,993,402

        徴収不能引当金繰入額 10,612,855

        維持補修費 55,914,602

        減価償却費 446,855,860

        その他 -

        その他 49,654,985

      物件費等 1,291,087,066

        物件費 788,316,604

        職員給与費 442,190,463

        賞与等引当金繰入額 31,635,478

        退職手当引当金繰入額 △ 13,050,000

  経常費用 3,271,945,332

    業務費用 1,959,867,357

      人件費 510,430,926

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)

前年度末純資産残高 1,839,579,078 9,021,636,674 △ 7,182,057,596

  純行政コスト（△） △ 3,075,443,252 △ 3,075,443,252

  財源 3,107,811,038 3,107,811,038

    税収等 2,295,965,510 2,295,965,510

    国県等補助金 811,845,528 811,845,528

  本年度差額 32,367,786 32,367,786

  固定資産等の変動（内部変動） △ 80,840,853 80,840,853

    有形固定資産等の増加 458,279,008 △ 458,279,008

    有形固定資産等の減少 △ 448,177,060 448,177,060

    貸付金・基金等の増加 253,744,989 △ 253,744,989

    貸付金・基金等の減少 △ 344,687,790 344,687,790

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 32,367,786 △ 80,840,853 113,208,639

本年度末純資産残高 1,871,946,864 8,940,795,821 △ 7,068,848,957

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 -

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 175,182,044

財務活動収支 △ 169,510,016

本年度資金収支額 △ 69,121,947

前年度末資金残高 244,303,991

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 175,182,044

    地方債等償還支出 560,810,016

    その他の支出 -

  財務活動収入 391,300,000

    地方債等発行収入 391,300,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 266,503,041

【財務活動収支】

  財務活動支出 560,810,016

    その他の支出 -

  投資活動収入 250,949,829

    国県等補助金収入 151,483,047

    基金取崩収入 89,466,782

    貸付金元金回収収入 10,000,000

  投資活動支出 517,452,870

    公共施設等整備費支出 458,279,008

    基金積立金支出 49,173,862

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,000,000

    災害復旧事業費支出 8,300

    その他の支出 -

  臨時収入 69,198,040

業務活動収支 366,891,110

【投資活動収支】

    税収等収入 2,296,021,185

    国県等補助金収入 591,164,441

    使用料及び手数料収入 160,667,471

    その他の収入 32,586,149

  臨時支出 8,300

    移転費用支出 1,312,287,975

      補助金等支出 1,203,171,089

      社会保障給付支出 96,238,947

      その他の支出 12,877,939

  業務収入 3,080,439,246

    業務費用支出 1,470,449,901

      人件費支出 522,364,767

      物件費等支出 843,000,006

      支払利息支出 71,993,402

      その他の支出 33,091,726

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 2,782,737,876


