
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,265,024,502   固定負債 809,200,612

    有形固定資産 2,209,647,817     地方債 739,557,255

      事業用資産 962,485,360     長期未払金 6,749,083

        土地 673,623,386     退職手当引当金 60,639,946

        立木竹 12,304     損失補償等引当金 435,163

        建物 659,660,333     その他 1,819,165

        建物減価償却累計額 -385,787,640   流動負債 85,489,955

        工作物 20,430,704     １年内償還予定地方債 70,268,083

        工作物減価償却累計額 -13,631,665     未払金 125,703

        船舶 916,594     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -916,395     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 5,850,768

        航空機 1,778,700     預り金 8,712,791

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 532,610

        その他 6,710,015 負債合計 894,690,567

        その他減価償却累計額 -6,574,390 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,042,114   固定資産等形成分 2,362,117,759

      インフラ資産 1,234,008,541   余剰分（不足分） -876,648,560

        土地 731,809,673

        建物 40,154,944

        建物減価償却累計額 -24,245,667

        工作物 1,607,847,886

        工作物減価償却累計額 -1,195,849,661

        その他 482,343

        その他減価償却累計額 -246,402

        建設仮勘定 74,055,425

      物品 25,164,013

      物品減価償却累計額 -12,010,097

    無形固定資産 240,648

      ソフトウェア 220,059

      その他 20,589

    投資その他の資産 55,136,037

      投資及び出資金 40,374,130

        有価証券 3,039

        出資金 3,987,491

        その他 36,383,600

      投資損失引当金 -10,557,206

      長期延滞債権 4,797,428

      長期貸付金 7,292,359

      基金 13,603,115

        減債基金 -

        その他 13,603,115

      その他 -

      徴収不能引当金 -373,789

  流動資産 115,135,264

    現金預金 15,908,230

    未収金 2,317,021

    短期貸付金 201,138

    基金 96,892,118

      財政調整基金 8,928,997

      減債基金 87,963,121

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -183,243 純資産合計 1,485,469,199

資産合計 2,380,159,766 負債及び純資産合計 2,380,159,766

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 1,077,782

純行政コスト 361,421,547

    その他 -

  臨時利益 6,030,310

    資産売却益 4,952,528

    資産除売却損 708,148

    投資損失引当金繰入額 2,356,567

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 361,765,266

  臨時損失 5,686,591

    災害復旧事業費 2,621,876

  経常収益 25,126,385

    使用料及び手数料 10,889,947

    その他 14,236,438

      社会保障給付 93,222,400

      他会計への繰出金 19,260,644

      その他 3,348,792

        その他 1,916,231

    移転費用 153,822,843

      補助金等 37,991,007

      その他の業務費用 7,327,810

        支払利息 4,856,978

        徴収不能引当金繰入額 554,601

        維持補修費 3,077,166

        減価償却費 43,164,413

        その他 -

        その他 5,937,110

      物件費等 128,380,468

        物件費 82,138,889

        職員給与費 79,447,082

        賞与等引当金繰入額 5,850,768

        退職手当引当金繰入額 6,125,570

  経常費用 386,891,651

    業務費用 233,068,808

      人件費 97,360,530

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：千円）

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 1,499,656,779 2,392,315,025 -892,658,246

  純行政コスト（△） -361,421,547 -361,421,547

  財源 350,544,834 350,544,834

    税収等 250,733,824 250,733,824

    国県等補助金 99,811,010 99,811,010

  本年度差額 -10,876,713 -10,876,713

  固定資産等の変動（内部変動） -29,343,182 29,343,182

    有形固定資産等の増加 21,813,277 -21,813,277

    有形固定資産等の減少 -44,900,654 44,900,654

    貸付金・基金等の増加 79,691,493 -79,691,493

    貸付金・基金等の減少 -85,947,298 85,947,298

  資産評価差額 564 564

  無償所管換等 -564,612 -564,612

  その他 -2,746,819 -290,036 -2,456,783

  本年度純資産変動額 -14,187,580 -30,197,266 16,009,686

本年度末純資産残高 1,485,469,199 2,362,117,759 -876,648,560

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：千円）

前年度末歳計外現金残高 7,511,300

本年度歳計外現金増減額 1,201,490

本年度末歳計外現金残高 8,712,790

本年度末現金預金残高 15,908,230

    その他の収入 -

財務活動収支 -9,294,604

本年度資金収支額 3,675,634

前年度末資金残高 3,519,806

本年度末資金残高 7,195,440

  財務活動支出 108,876,156

    地方債償還支出 107,071,552

    その他の支出 1,804,604

  財務活動収入 99,581,552

    地方債発行収入 99,581,552

    貸付金元金回収収入 506,177

    資産売却収入 6,105,490

    その他の収入 27,032,267

投資活動収支 -9,344,531

【財務活動収支】

    貸付金支出 261,431

    その他の支出 27,032,250

  投資活動収入 75,208,428

    国県等補助金収入 3,205,010

    基金取崩収入 38,359,484

【投資活動収支】

  投資活動支出 84,552,959

    公共施設等整備費支出 21,813,277

    基金積立金支出 31,751,890

    投資及び出資金支出 3,694,111

  臨時支出 2,621,876

    災害復旧事業費支出 2,621,876

    その他の支出 -

  臨時収入 309,282

業務活動収支 22,314,769

  業務収入 371,237,384

    税収等収入 250,308,601

    国県等補助金収入 96,296,718

    使用料及び手数料収入 10,884,602

    その他の収入 13,747,463

    移転費用支出 153,916,668

      補助金等支出 38,084,832

      社会保障給付支出 93,222,400

      他会計への繰出支出 19,260,644

      その他の支出 3,348,792

    業務費用支出 192,693,353

      人件費支出 97,934,378

      物件費等支出 88,074,563

      支払利息支出 4,856,978

      その他の支出 1,827,434

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 346,610,021


