
【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 8,241,501,964   固定負債 3,113,213,822

    有形固定資産 8,239,731,470     地方債 2,077,560,883

      事業用資産 7,961,358,390     長期未払金 -

        土地 1,468,053,780     退職手当引当金 1,035,652,939

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 16,240,339,034     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,751,001,004   流動負債 424,910,487

        工作物 626,400     １年内償還予定地方債 305,230,406

        工作物減価償却累計額 -31,320     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 114,404,801

        航空機 -     預り金 5,275,280

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,538,124,309

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,371,500   固定資産等形成分 8,241,501,964

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -3,283,133,609

        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 919,077,540

      物品減価償却累計額 -640,704,460

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,770,494

      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 1,770,494

        減債基金 -

        その他 1,770,494

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 254,990,700

    現金預金 252,252,413

    未収金 3,425,000

    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 -686,713 純資産合計 4,958,368,355

資産合計 8,496,492,664 負債及び純資産合計 8,496,492,664

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 -

純行政コスト 2,707,713,401

    その他 -

  臨時利益 207,996

    資産売却益 207,996

    資産除売却損 5

    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 2,707,921,392

  臨時損失 5

    災害復旧事業費 -

  経常収益 440,854,910

    使用料及び手数料 288,024,280

    その他 152,830,630

      社会保障給付 20,810,000

      他会計への繰出金 -

      その他 1,630,400

        その他 4,248

    移転費用 173,779,482

      補助金等 151,339,082

      その他の業務費用 12,649,852

        支払利息 11,971,049

        徴収不能引当金繰入額 674,555

        維持補修費 81,233,692

        減価償却費 425,621,423

        その他 -

        その他 20,988,237

      物件費等 1,535,379,410

        物件費 1,028,524,295

        職員給与費 1,291,574,520

        賞与等引当金繰入額 114,404,801

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,148,776,302

    業務費用 2,974,996,820

      人件費 1,426,967,558

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 5,054,954,840 8,633,534,317 -3,578,579,477

  純行政コスト（△） -2,707,713,401 -2,707,713,401

  財源 2,610,726,916 2,610,726,916

    税収等 2,596,533,000 2,596,533,000

    国県等補助金 14,193,916 14,193,916

  本年度差額 -96,986,485 -96,986,485

  固定資産等の変動（内部変動） -392,432,353 392,432,353

    有形固定資産等の増加 33,188,898 -33,188,898

    有形固定資産等の減少 -425,621,428 425,621,428

    貸付金・基金等の増加 177 -177

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 400,000 400,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -96,586,485 -392,032,353 295,445,868

本年度末純資産残高 4,958,368,355 8,241,501,964 -3,283,133,609

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 5,097,645

本年度歳計外現金増減額 177,635

本年度末歳計外現金残高 5,275,280

本年度末現金預金残高 252,252,413

    その他の収入 -

財務活動収支 -270,462,202

本年度資金収支額 -8,226,342

前年度末資金残高 255,203,475

本年度末資金残高 246,977,133

  財務活動支出 295,762,202

    地方債償還支出 295,762,202

    その他の支出 -

  財務活動収入 25,300,000

    地方債発行収入 25,300,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 207,996

    その他の収入 -

投資活動収支 -32,981,079

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 207,996

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 33,189,075

    公共施設等整備費支出 33,188,898

    基金積立金支出 177

    投資及び出資金支出 -

  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 295,216,939

  業務収入 3,015,312,423

    税収等収入 2,596,533,000

    国県等補助金収入 14,193,916

    使用料及び手数料収入 284,671,780

    その他の収入 119,913,727

    移転費用支出 173,779,482

      補助金等支出 151,339,082

      社会保障給付支出 20,810,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,630,400

    業務費用支出 2,546,316,002

      人件費支出 1,424,582,718

      物件費等支出 1,109,757,987

      支払利息支出 11,971,049

      その他の支出 4,248

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 2,720,095,484


