
【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 2,757,848,769   固定負債 1,246,651,337

    有形固定資産 2,693,890,184     地方債等 990,446,656

      事業用資産 979,208,856     長期未払金 6,753,059

        土地 680,000,258     退職手当引当金 63,471,908

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 435,163

        立木竹 12,304     その他 185,544,551

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 114,693,884

        建物 688,867,579     １年内償還予定地方債等 90,930,771

        建物減価償却累計額 -405,250,550     未払金 5,911,983

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 21,042,841     前受金 1,083,749

        工作物減価償却累計額 -14,159,739     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,463,113

        船舶 916,594     預り金 8,712,791

        船舶減価償却累計額 -916,395     その他 1,591,477

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,361,345,221

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 2,855,432,254

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,328,107,492

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -1,778,700

        航空機減損損失累計額 -

        その他 8,408,287

        その他減価償却累計額 -7,757,318

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,044,995

      インフラ資産 1,667,380,165

        土地 756,972,375

        土地減損損失累計額 -

        建物 54,393,515

        建物減価償却累計額 -32,788,285

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,259,087,525

        工作物減価償却累計額 -1,450,616,059

        工作物減損損失累計額 -

        その他 500,630

        その他減価償却累計額 -248,868

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 80,079,332

      物品 133,523,243

      物品減価償却累計額 -86,222,080

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 27,665,736

      ソフトウェア 425,259

      その他 27,240,477

    投資その他の資産 36,292,849

      投資及び出資金 3,995,530

        有価証券 3,039

        出資金 3,992,491

        その他 -

      長期延滞債権 7,437,067

      長期貸付金 6,189,837

      基金 19,542,254

        減債基金 -

        その他 19,542,254

      その他 168,000

      徴収不能引当金 -1,039,839

  流動資産 130,821,214

    現金預金 23,316,867

    未収金 10,173,572

    短期貸付金 201,138

    基金 97,382,347

      財政調整基金 9,419,226

      減債基金 87,963,121

    棚卸資産 112,944

    その他 353,919

    徴収不能引当金 -719,573

  繰延資産 - 純資産合計 1,527,324,762

資産合計 2,888,669,983 負債及び純資産合計 2,888,669,983

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 4,952,529

    その他 1,134,496

純行政コスト 512,208,191

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 412,733

  臨時利益 6,087,025

  臨時損失 4,492,231

    災害復旧事業費 2,644,807

    資産除売却損 1,434,691

    使用料及び手数料 41,938,230

    その他 24,518,395

純経常行政コスト 513,802,985

      社会保障給付 93,368,656

      その他 3,399,052

  経常収益 66,456,625

        その他 10,500,140

    移転費用 282,124,363

      補助金等 185,356,655

      その他の業務費用 21,359,820

        支払利息 9,155,097

        徴収不能引当金繰入額 1,704,583

        維持補修費 4,379,040

        減価償却費 61,357,431

        その他 -

        その他 7,451,366

      物件費等 165,070,592

        物件費 99,334,121

        職員給与費 91,205,386

        賞与等引当金繰入額 6,357,195

        退職手当引当金繰入額 6,690,888

  経常費用 580,259,610

    業務費用 298,135,247

      人件費 111,704,835

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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 1,539,850,081 2,893,608,994 -1,353,758,913 -

  純行政コスト（△） -512,208,191 -512,208,191 -

  財源 502,212,831 502,212,831 -

    税収等 320,549,354 320,549,354 -

    国県等補助金 181,663,477 181,663,477 -

  本年度差額 -9,995,360 -9,995,360 -

  固定資産等の変動（内部変動） -37,391,539 37,391,539

    有形固定資産等の増加 39,582,058 -39,582,058

    有形固定資産等の減少 -71,321,064 71,321,064

    貸付金・基金等の増加 82,984,695 -82,984,695

    貸付金・基金等の減少 -88,637,228 88,637,228

  資産評価差額 564 564

  無償所管換等 -495,728 -495,728

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -2,034,795 -290,037 -1,744,758

  本年度純資産変動額 -12,525,319 -38,176,740 25,651,421 -

本年度末純資産残高 1,527,324,762 2,855,432,254 -1,328,107,492 -

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



【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 1,201,491

本年度末歳計外現金残高 8,712,791

本年度末現金預金残高 23,316,867

財務活動収支 -17,392,632

本年度資金収支額 -1,036,565

前年度末資金残高 15,640,641

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 14,604,076

    地方債等償還支出 128,982,773

    その他の支出 2,218,197

  財務活動収入 113,808,338

    地方債等発行収入 113,771,152

    その他の収入 37,186

    資産売却収入 6,107,508

    その他の収入 27,212,095

投資活動収支 -14,979,040

【財務活動収支】

  財務活動支出 131,200,970

    その他の支出 27,054,035

  投資活動収入 78,118,935

    国県等補助金収入 5,904,152

    基金取崩収入 38,377,593

    貸付金元金回収収入 517,587

  投資活動支出 93,097,975

    公共施設等整備費支出 32,492,007

    基金積立金支出 33,284,239

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 267,694

    災害復旧事業費支出 2,644,807

    その他の支出 32,077

  臨時収入 337,328

業務活動収支 31,335,107

【投資活動収支】

    税収等収入 312,310,164

    国県等補助金収入 178,168,882

    使用料及び手数料収入 43,002,082

    その他の収入 23,346,048

  臨時支出 2,676,884

    移転費用支出 282,218,188

      補助金等支出 185,450,480

      社会保障給付支出 93,368,656

      その他の支出 3,399,052

  業務収入 556,827,176

    業務費用支出 240,934,325

      人件費支出 112,158,235

      物件費等支出 105,550,769

      支払利息支出 9,155,889

      その他の支出 14,069,432

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 523,152,513


