
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 234,144,458,006   固定負債 28,697,278,398

    有形固定資産 216,013,014,258     地方債 21,565,773,682

      事業用資産 90,351,560,620     長期未払金 -

        土地 48,930,981,294     退職手当引当金 6,855,173,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 127,945,356,540     その他 276,331,716

        建物減価償却累計額 -90,618,998,213   流動負債 7,017,742,334

        工作物 3,552,829,931     １年内償還予定地方債 5,903,789,436

        工作物減価償却累計額 -2,153,102,333     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 497,366,058

        航空機 -     預り金 481,683,708

        航空機減価償却累計額 -     その他 134,903,132

        その他 629,167,326 負債合計 35,715,020,732

        その他減価償却累計額 -510,627,571 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,575,953,646   固定資産等形成分 245,397,765,234

      インフラ資産 124,352,368,418   余剰分（不足分） -31,481,042,198

        土地 45,969,699,575

        建物 752,545,332

        建物減価償却累計額 -342,689,228

        工作物 234,198,017,699

        工作物減価償却累計額 -156,726,723,611

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 501,518,651

      物品 4,385,422,768

      物品減価償却累計額 -3,076,337,548

    無形固定資産 144,103,027

      ソフトウェア 144,102,663

      その他 364

    投資その他の資産 17,987,340,721

      投資及び出資金 553,156,802

        有価証券 -

        出資金 553,156,802

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 375,282,062

      長期貸付金 5,368,000

      基金 17,099,404,041

        減債基金 6,678,091,682

        その他 10,421,312,359

      その他 -

      徴収不能引当金 -45,870,184

  流動資産 15,487,285,762

    現金預金 4,006,636,528

    未収金 229,777,291

    短期貸付金 2,142,000

    基金 11,251,165,228

      財政調整基金 11,251,165,228

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,435,285 純資産合計 213,916,723,036

資産合計 249,631,743,768 負債及び純資産合計 249,631,743,768

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （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 42,874,548,144

    業務費用 24,936,500,355

      人件費 8,086,111,381

        職員給与費 5,806,171,051

        賞与等引当金繰入額 497,366,058

        退職手当引当金繰入額 341,373,280

        その他 1,441,200,992

      物件費等 16,314,676,171

        物件費 7,442,328,692

        維持補修費 694,074,079

        減価償却費 8,178,273,400

        その他 -

      その他の業務費用 535,712,803

        支払利息 80,770,502

        徴収不能引当金繰入額 48,305,469

        その他 406,636,832

    移転費用 17,938,047,789

      補助金等 3,883,852,625

      社会保障給付 9,047,935,457

      他会計への繰出金 4,987,108,408

      その他 19,151,299

  経常収益 1,540,807,843

    使用料及び手数料 552,285,812

    その他 988,522,031

純経常行政コスト 41,333,740,301

  臨時損失 168,286,825

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 168,286,825

    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 41,446,060,459

    その他 -

  臨時利益 55,966,667

    資産売却益 55,966,667



【様式第3号】

会計：一般会計等 （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 213,386,188,495 246,694,393,027 -33,308,204,532

  純行政コスト（△） -41,446,060,459 -41,446,060,459

  財源 42,164,469,576 42,164,469,576

    税収等 31,000,618,578 31,000,618,578

    国県等補助金 11,163,850,998 11,163,850,998

  本年度差額 718,409,117 718,409,117

  固定資産等の変動（内部変動） -1,108,753,217 1,108,753,217

    有形固定資産等の増加 7,482,084,864 -7,482,084,864

    有形固定資産等の減少 -8,403,362,188 8,403,362,188

    貸付金・基金等の増加 4,869,149,030 -4,869,149,030

    貸付金・基金等の減少 -5,056,624,923 5,056,624,923

  資産評価差額 -36,554,960 -36,554,960

  無償所管換等 -151,319,616 -151,319,616

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 530,534,541 -1,296,627,793 1,827,162,334

本年度末純資産残高 213,916,723,036 245,397,765,234 -31,481,042,198

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】

会計：一般会計等 （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 34,714,400,411

    業務費用支出 16,776,352,622

      人件費支出 8,162,120,692

      物件費等支出 8,136,402,771

      支払利息支出 80,770,502

      その他の支出 397,058,657

    移転費用支出 17,938,047,789

      補助金等支出 3,883,852,625

      社会保障給付支出 9,047,935,457

      他会計への繰出支出 4,987,108,408

      その他の支出 19,151,299

  業務収入 41,953,554,611

    税収等収入 31,003,566,275

    国県等補助金収入 9,431,291,954

    使用料及び手数料収入 551,904,840

    その他の収入 966,791,542

  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 7,239,154,200

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,672,517,616

    公共施設等整備費支出 7,132,780,464

    基金積立金支出 4,199,737,152

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 340,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 6,534,438,674

    国県等補助金収入 1,732,559,044

    基金取崩収入 4,346,969,000

    貸付金元金回収収入 342,142,000

    資産売却収入 112,768,630

    その他の収入 -

投資活動収支 -5,138,078,942

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,287,961,466

    地方債償還支出 4,138,201,844

    その他の支出 149,759,622

  財務活動収入 2,654,000,000

    地方債発行収入 2,654,000,000

前年度末歳計外現金残高 487,360,003

本年度歳計外現金増減額 -5,676,295

本年度末歳計外現金残高 481,683,708

本年度末現金預金残高 4,006,636,528

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,633,961,466

本年度資金収支額 467,113,792

前年度末資金残高 3,057,839,028

本年度末資金残高 3,524,952,820


