
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 11,370,985,067 固定負債 4,428,000,907

有形固定資産 10,942,335,735 地方債 3,318,157,547

事業用資産 4,145,235,994 長期未払金 -

土地 2,003,031,673 退職手当引当金 840,809,000

立木竹 76,629,189 損失補償等引当金 268,233,000

建物 9,185,116,816 その他 801,360

建物減価償却累計額 △7,338,220,146 流動負債 423,130,739

工作物 489,804,872 1年内償還予定地方債 363,405,772

工作物減価償却累計額 △271,126,410 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 54,638,126

航空機 - 預り金 4,399,961

航空機減価償却累計額 - その他 686,880

その他 - 4,851,131,646

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 - 固定資産等形成分 11,856,770,548

インフラ資産 6,725,092,071 余剰分（不足分） △4,784,924,246

土地 298,601,008

建物 -

建物減価償却累計額 -

工作物 18,220,179,231

工作物減価償却累計額 △11,804,358,568

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 10,670,400

物品 171,190,883

物品減価償却累計額 △99,183,213

無形固定資産 1,541,268

ソフトウェア 1,541,268

その他 -

投資その他の資産 427,108,064

投資及び出資金 110,287,000

有価証券 27,500,000

出資金 7,862,000

その他 74,925,000

投資損失引当金 △5,000,000

長期延滞債権 127,822,646

長期貸付金 504,130

基金 197,428,230

減債基金 10,205,466

その他 187,222,764

その他 -

徴収不能引当金 △3,933,942

流動資産 551,992,881

現金預金 60,783,765

未収金 5,440,023

短期貸付金 1,191,504

基金 484,593,977

財政調整基金 484,593,977

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △16,388 7,071,846,302

11,922,977,948 11,922,977,948

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

一般会計等貸借対照表
（令和２年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 3,205,824,563

業務費用 1,991,339,124

人件費 664,365,691

職員給与費 570,014,113

賞与等引当金繰入額 54,638,126

退職手当引当金繰入額 -

その他 39,713,452

物件費等 1,288,341,701

物件費 668,467,562

維持補修費 88,854,894

減価償却費 531,019,245

その他 -

その他の業務費用 38,631,732

支払利息 29,350,792

徴収不能引当金繰入額 560,693

その他 8,720,247

移転費用 1,214,485,439

補助金等 418,144,564

社会保障給付 427,156,414

他会計への繰出金 359,015,253

その他 10,169,208

経常収益 96,517,619

使用料及び手数料 50,533,923

その他 45,983,696

純経常行政コスト 3,109,306,944

臨時損失 90,245,463

災害復旧事業費 -

資産除売却損 90,245,463

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 23,401,000

資産売却益 494,000

その他 22,907,000

純行政コスト 3,176,151,407

【様式第２号】

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



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 7,347,699,565 12,193,153,390 △4,845,453,825

純行政コスト（△） △3,176,151,407 △3,176,151,407

財源 2,904,823,612 2,904,823,612

税収等 2,405,103,342 2,405,103,342

国県等補助金 499,720,270 499,720,270

本年度差額 △271,327,795 △271,327,795

固定資産等の変動（内部変動） △331,857,374 331,857,374

有形固定資産等の増加 207,191,422 △207,191,422

有形固定資産等の減少 △630,722,853 630,722,853

貸付金・基金等の増加 126,844,589 △126,844,589

貸付金・基金等の減少 △35,170,532 35,170,532

資産評価差額 △880,000 △880,000

無償所管換等 △3,645,468 △3,645,468

その他 - - -

本年度純資産変動額 △275,853,263 △336,382,842 60,529,579

本年度末純資産残高 7,071,846,302 11,856,770,548 △4,784,924,246

【様式第３号】

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

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 2,671,436,492
業務費用支出 1,456,951,053
人件費支出 661,557,558
物件費等支出 757,322,456
支払利息支出 29,350,792
その他の支出 8,720,247

移転費用支出 1,214,485,439
補助金等支出 418,144,564
社会保障給付支出 427,156,414
他会計への繰出支出 359,015,253
その他の支出 10,169,208

業務収入 2,933,952,118
税収等収入 2,409,206,049
国県等補助金収入 432,147,720
使用料及び手数料収入 50,554,043
その他の収入 42,044,306

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 262,515,626
【投資活動収支】
投資活動支出 325,020,298
公共施設等整備費支出 207,191,422
基金積立金支出 117,828,876
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 99,887,081
国県等補助金収入 67,572,550
基金取崩収入 18,955,703
貸付金元金回収収入 3,406,683
資産売却収入 9,952,145
その他の収入 -

投資活動収支 △225,133,217
【財務活動収支】
財務活動支出 412,317,169
地方債償還支出 411,630,289
その他の支出 686,880

財務活動収入 224,400,000
地方債発行収入 224,400,000
その他の収入 -

財務活動収支 △187,917,169
△150,534,760
206,918,564
56,383,804

前年度末歳計外現金残高 13,056,283
本年度歳計外現金増減額 △8,656,322
本年度末歳計外現金残高 4,399,961
本年度末現金預金残高 60,783,765

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

【様式第４号】

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 金額


