
【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 44,146,134,461   固定負債 11,856,212,150

    有形固定資産 43,874,116,201     地方債 1,323,106,200

      事業用資産 43,400,867,171     長期未払金 7,618,865,000

        土地 -     退職手当引当金 2,829,511,360

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 87,406,155,915     その他 84,729,590

        建物減価償却累計額 -49,090,858,755   流動負債 3,605,300,082

        工作物 121,930,956,772     １年内償還予定地方債 279,784,949

        工作物減価償却累計額 -117,106,823,056     未払金 1,041,390,000

        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 292,597,769

        航空機 -     預り金 1,949,004,334

        航空機減価償却累計額 -     その他 42,523,030

        その他 - 負債合計 15,461,512,232

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 261,436,295   固定資産等形成分 44,146,134,461

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -13,512,507,898

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 929,693,213

      物品減価償却累計額 -456,444,183

    無形固定資産 270,149,860

      ソフトウェア 270,149,860

      その他 -

    投資その他の資産 1,868,400

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 1,868,400

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,949,004,334

    現金預金 1,949,004,334

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 30,633,626,563

資産合計 46,095,138,795 負債及び純資産合計 46,095,138,795

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 35,141,820

純行政コスト 11,133,817,689

    その他 -

  臨時利益 35,141,820

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 11,104,527,507

  臨時損失 64,432,002

    災害復旧事業費 64,432,002

  経常収益 4,384,433,307

    使用料及び手数料 14,277,348

    その他 4,370,155,959

      社会保障給付 25,880,000

      他会計への繰出金 -

      その他 314,440

        その他 1,545,027

    移転費用 78,933,672

      補助金等 52,739,232

      その他の業務費用 152,213,364

        支払利息 150,668,337

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 3,538,499,717

        減価償却費 4,540,632,275

        その他 -

        その他 7,740,200

      物件費等 11,125,092,816

        物件費 3,045,960,824

        職員給与費 3,549,334,295

        賞与等引当金繰入額 292,597,769

        退職手当引当金繰入額 283,048,698

  経常費用 15,488,960,814

    業務費用 15,410,027,142

      人件費 4,132,720,962

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 33,514,019,221 48,131,601,762 -14,617,582,541

  純行政コスト（△） -11,133,817,689 -11,133,817,689

  財源 8,253,425,030 8,253,425,030

    税収等 8,055,862,030 8,055,862,030

    国県等補助金 197,563,000 197,563,000

  本年度差額 -2,880,392,659 -2,880,392,659

  固定資産等の変動（内部変動） -3,985,467,302 3,985,467,302

    有形固定資産等の増加 555,164,973 -555,164,973

    有形固定資産等の減少 -4,540,632,275 4,540,632,275

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1 1

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,880,392,658 -3,985,467,301 1,105,074,643

本年度末純資産残高 30,633,626,563 44,146,134,461 -13,512,507,898

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 1,951,747,075

本年度歳計外現金増減額 -2,742,741

本年度末歳計外現金残高 1,949,004,334

本年度末現金預金残高 1,949,004,334

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,173,939,349

本年度資金収支額 -

前年度末資金残高 -

本年度末資金残高 -

  財務活動支出 1,548,939,349

    地方債償還支出 273,242,817

    その他の支出 1,275,696,532

  財務活動収入 375,000,000

    地方債発行収入 375,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -257,440,701

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 197,563,000

    国県等補助金収入 197,563,000

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 455,003,701

    公共施設等整備費支出 455,003,701

    基金積立金支出 -

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 64,432,002

    災害復旧事業費支出 64,432,002

    その他の支出 -

  臨時収入 35,141,820

業務活動収支 1,431,380,050

  業務収入 12,440,295,337

    税収等収入 8,055,862,030

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 14,277,348

    その他の収入 4,370,155,959

    移転費用支出 78,933,672

      補助金等支出 52,739,232

      社会保障給付支出 25,880,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 314,440

    業務費用支出 10,900,691,433

      人件費支出 4,164,017,528

      物件費等支出 6,584,460,541

      支払利息支出 150,668,337

      その他の支出 1,545,027

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 10,979,625,105


