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【様式第１号】

貸借対照表
（令和 2年 3月31日現在）

平成31年度

一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 6,564,813,478 固定負債 3,234,039,504

有形固定資産 6,049,934,985 地方債 3,092,708,824
事業用資産 4,271,344,666 長期未払金 0

土地 456,755,386 退職手当引当金 141,330,680
立木竹 1,489,771,366 損失補償等引当金 0
建物 11,495,817,564 その他 0
建物減価償却累計額 △9,253,709,538 流動負債 319,076,774
工作物 93,704,600 1年内償還予定地方債 285,245,880
工作物減価償却累計額 △12,747,912 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 23,064,283
航空機 0 預り金 10,766,611
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 負債合計 3,553,116,278
その他減価償却累計額 0

【総資産の部】建設仮勘定 1,753,200
固定資産等形成分 7,544,099,025インフラ資産 1,680,197,260
余剰分(不足分） △3,306,377,778土地 80,676,453

建物 232,387,012
建物減価償却累計額 △232,386,997

17,346,352,018工作物
工作物減価償却累計額 △15,756,511,226
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 9,680,000

物品 331,398,854
物品減価償却累計額 △233,005,795

無形固定資産 19,947,168
ソフトウェア 19,947,168
その他 0

投資その他の資産 494,931,325
投資及び出資金 129,826,245

有価証券 118,736,989
出資金 11,089,256
その他 0

投資損失引当金 △51,377,023
長期延滞債権 8,215,686
長期貸付金 3,000,000
基金 405,430,730

減債基金 0
その他 405,430,730

その他 0
徴収不能引当金 △164,313

流動資産 1,226,024,047
現金預金 341,717,181
未収金 1,415,169
短期貸付金 0
基金 882,920,000

財政調整基金 881,940,000
減債基金 980,000

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △28,303

繰延資産 0 純資産合計 4,237,721,247

資産合計 7,790,837,525 負債及び純資産合計 7,790,837,525



【様式第２号】

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

一般会計等 （単位：円）

科目 金額

経常費用      2,871,690,809

業務費用      1,591,439,316

人件費        454,437,275

職員給与費        394,086,733

賞与等引当金繰入額         23,064,283

退職手当引当金繰入額                  0

その他         37,286,259

物件費等      1,118,716,722

物件費        484,895,198

        27,930,492維持補修費

減価償却費        604,044,552

その他          1,846,480

その他の業務費用         18,285,319

支払利息         12,274,024

徴収不能引当金繰入額             25,465

その他          5,985,830

移転費用      1,280,251,493

補助金等        435,728,235

社会保障給付        128,621,869

他会計への繰出金        714,008,169

その他          1,893,220

経常収益        112,422,535

使用料及び手数料         58,122,348

        54,300,187その他

純経常行政コスト      2,759,268,274

臨時損失                  0

災害復旧事業費                  0

資産除売却損                  0

投資損失引当金繰入額                  0

損失補償等引当金繰入額                  0

その他                  0

臨時利益          4,498,266

資産売却益          4,498,266

その他                  0

純行政コスト      2,754,770,008



【様式第３号】

純資産変動計算書
自 平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日至

一般会計等 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分
等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 4,882,553,737 7,615,660,514 △2,733,106,777

純行政コスト(△) △2,754,770,008 △2,754,770,008

財源 2,135,213,955 2,135,213,955

税収等 1,743,545,475 1,743,545,475

国県等補助金 391,668,480 391,668,480

本年度差額 △619,556,053 △619,556,053

固定資産等の変動(内部変動) △46,285,052 46,285,052

有形固定資産等の増加 618,659,680 △618,659,680

有形固定資産等の減少 △604,044,552 604,044,552

△54,584,934貸付金・基金等の増加 54,584,934

貸付金・基金等の減少 115,485,114△115,485,114

資産評価差額 △862,480 △862,480

無償所管換等 41,563 41,563

その他 △24,455,520 △24,455,520 0

△71,561,489本年度純資産変動額 △644,832,490 △573,271,001

4,237,721,247 7,544,099,025 △3,306,377,778本年度末純資産残高



【様式第４号】

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
（単位：円）一般会計等

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出     2,266,001,302

業務費用支出       985,749,809
人件費支出       452,914,121
物件費等支出       517,161,198
支払利息支出        12,274,024
その他の支出         3,400,466

移転費用支出     1,280,251,493
補助金等支出       435,728,235
社会保障給付支出       128,621,869
他会計への繰出支出       714,008,169
その他の支出         1,893,220

業務収入     2,070,427,259
税収等収入     1,743,681,099
国県等補助金収入       214,198,935
使用料及び手数料収入        58,249,138
その他の収入        54,298,087

臨時支出                 0
災害復旧事業費支出                 0
その他の支出                 0

臨時収入                 0

業務活動収支     △195,574,043

【投資活動収支】
投資活動支出       671,581,385

公共施設等整備費支出       618,659,680
基金積立金支出        52,921,705
投資及び出資金支出                 0
貸付金支出                 0
その他の支出                 0

投資活動収入       295,647,811
国県等補助金収入       177,469,545
基金取崩収入       113,680,000
貸付金元金回収収入                 0
資産売却収入         4,498,266
その他の収入                 0

投資活動収支     △375,933,574

【財務活動収支】
財務活動支出       247,737,654

地方債償還支出       247,737,654
その他の支出                 0

財務活動収入       828,999,000
地方債発行収入       828,999,000
その他の収入                 0

財務活動収支       581,261,346

本年度資金収支額         9,753,729

前年度末資金残高       321,196,841

本年度末資金残高       330,950,570

前年度末歳計外現金残高        13,287,922

本年度歳計外現金増減額       △2,521,311

本年度末歳計外現金残高        10,766,611

本年度末現金預金残高       341,717,181


