
【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 159,987,097,456   固定負債 14,993,241,398

    有形固定資産 143,784,579,349     地方債 9,501,075,906

      事業用資産 81,958,321,432     長期未払金 -

        土地 46,224,593,250     退職手当引当金 3,955,800,000

        立木竹 26,185,680     損失補償等引当金 1,512,753,000

        建物 83,113,737,582     その他 23,612,492

        建物減価償却累計額 -49,430,168,572   流動負債 3,608,284,748

        工作物 5,532,395,872     １年内償還予定地方債 2,044,503,066

        工作物減価償却累計額 -3,523,403,159     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 381,764,241

        航空機 -     預り金 1,182,017,441

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 18,601,526,146

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,980,779   固定資産等形成分 164,128,195,058

      インフラ資産 59,060,900,645   余剰分（不足分） -15,610,002,912

        土地 36,349,006,050

        建物 246,569,325

        建物減価償却累計額 -107,543,192

        工作物 48,249,086,377

        工作物減価償却累計額 -40,113,186,187

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 14,436,968,272

      物品 6,920,014,739

      物品減価償却累計額 -4,154,657,467

    無形固定資産 381

      ソフトウェア -

      その他 381

    投資その他の資産 16,202,517,726

      投資及び出資金 11,852,834,770

        有価証券 -

        出資金 11,852,834,770

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 194,714,045

      長期貸付金 -

      基金 4,169,689,373

        減債基金 39,763,932

        その他 4,129,925,441

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,720,462

  流動資産 7,132,620,836

    現金預金 2,888,002,554

    未収金 46,549,606

    短期貸付金 -

    基金 4,141,097,602

      財政調整基金 4,141,097,602

      減債基金 -

    棚卸資産 63,376,370

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,405,296 純資産合計 148,518,192,146

資産合計 167,119,718,292 負債及び純資産合計 167,119,718,292

貸借対照表（一般会計等）
（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（一般会計等）
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 34,214,331,789

    業務費用 16,984,143,826

      人件費 6,278,755,372

        職員給与費 4,217,342,057

        賞与等引当金繰入額 381,764,241

        退職手当引当金繰入額 348,667,281

        その他 1,330,981,793

      物件費等 10,192,756,939

        物件費 6,285,249,390

        維持補修費 841,947,974

        減価償却費 3,065,559,575

        その他 -

      その他の業務費用 512,631,515

        支払利息 91,916,192

        徴収不能引当金繰入額 16,977,465

        その他 403,737,858

    移転費用 17,230,187,963

      補助金等 5,953,518,947

      社会保障給付 8,701,839,662

      他会計への繰出金 1,983,230,242

      その他 591,599,112

  経常収益 2,478,936,905

    使用料及び手数料 932,556,609

    その他 1,546,380,296

純経常行政コスト 31,735,394,884

  臨時損失 195,720,952

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 696,952

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 195,024,000

    その他 959,557,518

純行政コスト 30,937,955,960

    その他 -

  臨時利益 993,159,876

    資産売却益 33,602,358



【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 143,880,039,447 162,184,457,304 -18,304,417,857

  純行政コスト（△） -30,937,955,960 -30,937,955,960

  財源 35,576,381,073 35,576,381,073

    税収等 27,510,024,262 27,510,024,262

    国県等補助金 8,066,356,811 8,066,356,811

  本年度差額 4,638,425,113 4,638,425,113

  固定資産等の変動（内部変動） 1,925,140,041 -1,925,140,041

    有形固定資産等の増加 4,265,401,456 -4,265,401,456

    有形固定資産等の減少 -3,786,795,181 3,786,795,181

    貸付金・基金等の増加 1,944,438,380 -1,944,438,380

    貸付金・基金等の減少 -497,904,614 497,904,614

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 18,597,713 18,597,713

  その他 -18,870,127 - -18,870,127

  本年度純資産変動額 4,638,152,699 1,943,737,754 2,694,414,945

本年度末純資産残高 148,518,192,146 164,128,195,058 -15,610,002,912

純資産変動計算書（一般会計等）
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 1,211,687,113

本年度歳計外現金増減額 -29,669,672

本年度末歳計外現金残高 1,182,017,441

本年度末現金預金残高 2,888,002,554

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,320,163,360

本年度資金収支額 -211,801,950

前年度末資金残高 1,917,787,063

本年度末資金残高 1,705,985,113

  財務活動支出 2,264,163,360

    地方債償還支出 2,257,517,844

    その他の支出 6,645,516

  財務活動収入 944,000,000

    地方債発行収入 944,000,000

    貸付金元金回収収入 224,000,000

    資産売却収入 85,390,976

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,816,524,884

【財務活動収支】

    貸付金支出 224,000,000

    その他の支出 899,664,040

  投資活動収入 2,143,379,363

    国県等補助金収入 1,066,223,462

    基金取崩収入 767,764,925

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,959,904,247

    公共施設等整備費支出 4,208,149,067

    基金積立金支出 347,240,140

    投資及び出資金支出 1,280,851,000

  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 5,924,886,294

  業務収入 36,990,719,140

    税収等収入 27,506,561,624

    国県等補助金収入 7,000,133,349

    使用料及び手数料収入 935,585,956

    その他の収入 1,548,438,211

    移転費用支出 17,230,187,963

      補助金等支出 5,953,518,947

      社会保障給付支出 8,701,839,662

      他会計への繰出支出 1,983,230,242

      その他の支出 591,599,112

    業務費用支出 13,835,644,883

      人件費支出 6,228,558,131

      物件費等支出 7,118,121,184

      支払利息支出 91,916,192

      その他の支出 397,049,376

資金収支計算書（一般会計等）
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 31,065,832,846


