
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 13,396,424,675 固定負債 6,254,812,245

有形固定資産 12,949,163,506 地方債等 4,546,601,872

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 902,636,000

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 537,341,373

建物減価償却累計額 △7,338,220,146 流動負債 527,987,802

工作物 489,804,872 1年内償還予定地方債等 456,034,886

工作物減価償却累計額 △271,126,410 未払金 4,782,402

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 61,137,949

航空機 - 預り金 5,345,685

航空機減価償却累計額 - その他 686,880

その他 - 6,782,800,047

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 14,089,067,848

インフラ資産 8,690,775,552 余剰分（不足分） △6,320,650,339

土地 354,703,722 他団体出資等分 -

建物 115,840,632

建物減価償却累計額 △77,706,641

工作物 21,406,591,098

工作物減価償却累計額 △13,168,690,559

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 60,037,300

物品 487,486,107

物品減価償却累計額 △374,334,147

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 445,719,901

投資及び出資金 35,362,000

有価証券 27,500,000

出資金 7,862,000

その他 -

投資損失引当金 △5,000,000

長期延滞債権 152,737,768

長期貸付金 504,130

基金 267,537,412

減債基金 10,205,466

その他 257,331,946

その他 -

徴収不能引当金 △5,421,409

流動資産 1,154,792,881

現金預金 414,843,005

未収金 52,331,163

短期貸付金 1,191,504

基金 691,451,669

財政調整基金 691,451,669

減債基金 -

棚卸資産 7,591,928

その他 -

徴収不能引当金 △12,616,388
繰延資産 - 7,768,417,509

14,551,217,556 14,551,217,556

【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和２年３月31日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 4,923,381,513

業務費用 2,374,696,791

人件費 739,221,056

職員給与費 637,461,655

賞与等引当金繰入額 61,137,949

退職手当引当金繰入額 676,000

その他 39,945,452

物件費等 1,566,264,398

物件費 877,353,821

維持補修費 92,804,158

減価償却費 596,106,419

その他 -

その他の業務費用 69,211,337

支払利息 53,583,451

徴収不能引当金繰入額 2,565,054

その他 13,062,832

移転費用 2,548,684,722

補助金等 2,111,345,900

社会保障給付 427,156,414

その他 10,182,408

経常収益 298,125,003

使用料及び手数料 232,088,537

その他 66,036,466

純経常行政コスト 4,625,256,510

臨時損失 90,380,764

災害復旧事業費 -

資産除売却損 90,376,304

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 4,460

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 4,692,236,274

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 7,963,477,981 14,319,814,461 △6,356,336,480 -

純行政コスト（△） △4,692,236,274 △4,692,236,274 -

財源 4,501,701,270 4,501,701,270 -

税収等 3,036,803,891 3,036,803,891 -

国県等補助金 1,464,897,379 1,464,897,379 -

本年度差額 △190,535,004 △190,535,004 -

固定資産等の変動（内部変動） △226,221,145 226,221,145

有形固定資産等の増加 354,238,242 △354,238,242

有形固定資産等の減少 △695,940,868 695,940,868

貸付金・基金等の増加 178,593,381 △178,593,381

貸付金・基金等の減少 △63,111,900 63,111,900

資産評価差額 △880,000 △880,000

無償所管換等 △3,645,468 △3,645,468

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △195,060,472 △230,746,613 35,686,141 -

本年度末純資産残高 7,768,417,509 14,089,067,848 △6,320,650,339 -

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
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 4,330,615,079
業務費用支出 1,781,930,357
人件費支出 735,277,005
物件費等支出 979,144,413
支払利息支出 53,583,976
その他の支出 13,924,963

移転費用支出 2,548,684,722
補助金等支出 2,111,345,900
社会保障給付支出 427,156,414
その他の支出 10,182,408

業務収入 4,680,104,770
税収等収入 3,045,795,256
国県等補助金収入 1,337,104,977
使用料及び手数料収入 236,174,184
その他の収入 61,030,353

臨時支出 4,460
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 4,460

臨時収入 -
業務活動収支 349,485,231
【投資活動収支】
投資活動支出 481,934,368
公共施設等整備費支出 326,224,242
基金積立金支出 155,710,126
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 151,114,587
国県等補助金収入 106,642,550
基金取崩収入 29,554,209
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 1,559,000

投資活動収支 △330,819,781
【財務活動収支】
財務活動支出 501,509,798
地方債等償還支出 500,822,918
その他の支出 686,880

財務活動収入 301,900,000
地方債等発行収入 301,900,000
その他の収入 -

財務活動収支 △199,609,798
△180,944,348
591,387,392
410,443,044

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 414,843,005

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　　平成31年４月１日
至　　令和２年３月31日

科目 金額


