
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 40,034,998,673 固定負債 9,860,420,082

有形固定資産 34,875,897,183 地方債 8,716,807,082

事業用資産 10,571,435,119 長期未払金 -

土地 5,082,089,080 退職手当引当金 1,143,613,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 13,455,971,068 その他 -

建物減価償却累計額 △8,645,224,212 流動負債 1,231,631,990

工作物 1,771,076,016 1年内償還予定地方債 1,014,492,439

工作物減価償却累計額 △1,101,160,033 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 68,993,386

航空機 - 預り金 148,146,165

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 11,092,052,072

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 8,683,200 固定資産等形成分 41,518,791,534

インフラ資産 24,240,831,659 余剰分（不足分） △10,033,928,582

土地 284,668,304

建物 66,968,000

建物減価償却累計額 △53,644,080

工作物 85,037,286,031

工作物減価償却累計額 △61,124,666,596

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 30,220,000

物品 902,087,153

物品減価償却累計額 △838,456,748

無形固定資産 960,907

ソフトウェア 960,907

その他 -

投資その他の資産 5,158,140,583

投資及び出資金 290,017,296

有価証券 -

出資金 290,017,296

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 63,475,607

長期貸付金 -

基金 4,806,301,843

減債基金 483,647,376

その他 4,322,654,467

その他 -

徴収不能引当金 △1,654,163

流動資産 2,541,916,351

現金預金 1,049,458,412

未収金 8,731,062

短期貸付金 -

基金 1,483,792,861

財政調整基金 1,483,792,861

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △65,984 31,484,862,952

42,576,915,024 42,576,915,024

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 8,522,850,648

業務費用 5,652,284,015

人件費 957,580,367

職員給与費 825,566,616

賞与等引当金繰入額 68,993,386

退職手当引当金繰入額 -

その他 63,020,365

物件費等 4,601,554,451

物件費 2,555,229,486

維持補修費 2,565,737

減価償却費 2,043,759,228

その他 -

その他の業務費用 93,149,197

支払利息 60,550,112

徴収不能引当金繰入額 208,431

その他 32,390,654

移転費用 2,870,566,633

補助金等 1,044,083,060

社会保障給付 778,258,316

他会計への繰出金 990,655,160

その他 57,570,097

経常収益 319,471,747

使用料及び手数料 90,439,328

その他 229,032,419

純経常行政コスト 8,203,378,901

臨時損失 221,148,910

災害復旧事業費 221,148,901

資産除売却損 9

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 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト 8,424,527,811

【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 32,485,414,150 42,833,094,814 △10,347,680,664

純行政コスト（△） △8,424,527,811 △8,424,527,811

財源 7,424,846,645 7,424,846,645

税収等 5,616,507,780 5,616,507,780

国県等補助金 1,808,338,865 1,808,338,865

本年度差額 △999,681,166 △999,681,166

固定資産等の変動（内部変動） △1,313,433,248 1,313,433,248

有形固定資産等の増加 683,836,584 △683,836,584

有形固定資産等の減少 △2,048,295,237 2,048,295,237

貸付金・基金等の増加 65,395,829 △65,395,829

貸付金・基金等の減少 △14,370,424 14,370,424

資産評価差額 △475,200 △475,200

無償所管換等 △394,832 △394,832

その他 - - -

本年度純資産変動額 △1,000,551,198 △1,314,303,280 313,752,082

本年度末純資産残高 31,484,862,952 41,518,791,534 △10,033,928,582

【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 6,474,455,351
業務費用支出 3,603,888,718
人件費支出 957,688,729
物件費等支出 2,553,259,223
支払利息支出 60,550,112
その他の支出 32,390,654

移転費用支出 2,870,566,633
補助金等支出 1,044,083,060
社会保障給付支出 778,258,316
他会計への繰出支出 990,655,160
その他の支出 57,570,097

業務収入 7,364,534,840
税収等収入 5,617,118,986
国県等補助金収入 1,465,416,522
使用料及び手数料収入 90,731,923
その他の収入 191,267,409

臨時支出 221,148,901
災害復旧事業費支出 221,148,901
その他の支出 -

臨時収入 161,389,083
業務活動収支 830,319,671
【投資活動収支】
投資活動支出 740,012,436
公共施設等整備費支出 683,836,584
基金積立金支出 56,175,852
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 185,477,299
国県等補助金収入 181,533,260
基金取崩収入 1,285,086
貸付金元金回収収入 1,889,621
資産売却収入 -
その他の収入 769,332

投資活動収支 △554,535,137
【財務活動収支】
財務活動支出 1,081,264,031
地方債償還支出 1,081,264,031
その他の支出 -

財務活動収入 935,493,000
地方債発行収入 935,493,000
その他の収入 -

財務活動収支 △145,771,031
130,013,503
771,298,744
901,312,247

前年度末歳計外現金残高 40,375,384
本年度歳計外現金増減額 107,770,781
本年度末歳計外現金残高 148,146,165
本年度末現金預金残高 1,049,458,412

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


