
【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 31,756,231,905   固定負債 5,453,372,975

    有形固定資産 28,547,985,580     地方債 5,451,561,167

      事業用資産 13,658,595,222     長期未払金 -

        土地 10,427,438,046     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,018,893,585     その他 1,811,808

        建物減価償却累計額 -9,793,209,260   流動負債 796,475,890

        工作物 4,558,680     １年内償還予定地方債 510,059,560

        工作物減価償却累計額 -405,829     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 124,711,292

        航空機 -     預り金 144,831,766

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,873,272

        その他 - 負債合計 6,249,848,865

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,320,000   固定資産等形成分 33,804,324,115

      インフラ資産 14,757,656,496   余剰分（不足分） -5,523,591,404

        土地 10,477,864,012

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,389,159,623

        工作物減価償却累計額 -6,109,367,139

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 544,489,533

      物品減価償却累計額 -412,755,671

    無形固定資産 335,967

      ソフトウェア 335,967

      その他 -

    投資その他の資産 3,207,910,358

      投資及び出資金 213,503,288

        有価証券 249,188

        出資金 213,254,100

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 16,023,974

      長期貸付金 -

      基金 2,979,264,527

        減債基金 -

        その他 2,979,264,527

      その他 -

      徴収不能引当金 -881,431

  流動資産 2,774,349,671

    現金預金 711,887,659

    未収金 15,209,683

    短期貸付金 -

    基金 2,048,092,210

      財政調整基金 1,900,372,050

      減債基金 147,720,160

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -839,881 純資産合計 28,280,732,711

資産合計 34,530,581,576 負債及び純資産合計 34,530,581,576

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）

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

  経常費用 7,776,395,919

    業務費用 4,860,516,357

      人件費 1,741,018,809

        職員給与費 1,507,102,852

        賞与等引当金繰入額 124,711,292

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 109,204,665

      物件費等 3,033,045,323

        物件費 2,194,385,808

        維持補修費 291,531,184

        減価償却費 546,228,031

        その他 900,300

      その他の業務費用 86,452,225

        支払利息 29,842,612

        徴収不能引当金繰入額 1,044,542

        その他 55,565,071

    移転費用 2,915,879,562

      補助金等 1,001,151,135

      社会保障給付 1,233,918,062

      他会計への繰出金 680,484,465

      その他 325,900

  経常収益 428,244,163

    使用料及び手数料 197,091,679

    その他 231,152,484

純経常行政コスト 7,348,151,756

  臨時損失 493,643

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 372,760

    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 7,346,660,551

    その他 120,883

  臨時利益 1,984,848

    資産売却益 1,984,848



【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 28,766,858,129 34,205,225,966 -5,438,367,837

  純行政コスト（△） -7,346,660,551 -7,346,660,551

  財源 6,849,698,052 6,849,698,052

    税収等 5,556,012,901 5,556,012,901

    国県等補助金 1,293,685,151 1,293,685,151

  本年度差額 -496,962,499 -496,962,499

  固定資産等の変動（内部変動） -411,738,932 411,738,932

    有形固定資産等の増加 283,007,992 -283,007,992

    有形固定資産等の減少 -804,760,791 804,760,791

    貸付金・基金等の増加 110,013,867 -110,013,867

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,849,081 10,849,081

  その他 -12,000 -12,000 -

  本年度純資産変動額 -486,125,418 -400,901,851 -85,223,567

本年度末純資産残高 28,280,732,711 33,804,324,115 -5,523,591,404

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）

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 7,001,051,700

    業務費用支出 4,085,172,138

      人件費支出 1,512,947,163

      物件費等支出 2,497,600,501

      支払利息支出 29,842,612

      その他の支出 44,781,862

    移転費用支出 2,915,879,562

      補助金等支出 1,001,151,135

      社会保障給付支出 1,233,918,062

      他会計への繰出支出 680,484,465

      その他の支出 325,900

  業務収入 7,254,891,282

    税収等収入 5,557,473,158

    国県等補助金収入 1,269,315,151

    使用料及び手数料収入 196,950,489

    その他の収入 231,152,484

  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 253,839,582

【投資活動収支】

  投資活動支出 392,524,840

    公共施設等整備費支出 283,007,992

    基金積立金支出 10,516,848

    投資及び出資金支出 99,000,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 59,818,848

    国県等補助金収入 24,370,000

    基金取崩収入 33,464,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,984,848

    その他の収入 -

投資活動収支 -332,705,992

【財務活動収支】

  財務活動支出 545,292,765

    地方債償還支出 510,729,093

    その他の支出 34,563,672

  財務活動収入 783,200,000

    地方債発行収入 783,200,000

前年度末歳計外現金残高 84,202,426

本年度歳計外現金増減額 60,629,340

本年度末歳計外現金残高 144,831,766

本年度末現金預金残高 711,887,659

    その他の収入 -

財務活動収支 237,907,235

本年度資金収支額 159,040,825

前年度末資金残高 408,015,068

本年度末資金残高 567,055,893


