
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,025,532,470 固定負債 3,935,264,073

有形固定資産 8,962,425,551 地方債 3,935,264,073
事業用資産 5,070,948,556 長期未払金 -

土地 1,310,804,226 退職手当引当金 0
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,630,024,375 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,295,023,783 流動負債 512,927,601
工作物 829,829,655 1年内償還予定地方債 315,244,610
工作物減価償却累計額 △ 424,756,407 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 45,908,717
航空機 - 預り金 151,774,274
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 4,448,191,674
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 20,070,490 固定資産等形成分 12,778,854,718

インフラ資産 3,746,270,003 余剰分（不足分） △ 3,809,369,711
土地 2,417,380,187
建物 2,431,451,050
建物減価償却累計額 △ 1,652,357,374
工作物 11,456,206,126
工作物減価償却累計額 △ 10,906,409,986
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 568,150,491
物品減価償却累計額 △ 422,943,499

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 3,063,106,919
投資及び出資金 1,723,718,245

有価証券 83,643,882
出資金 1,640,074,363
その他 -

投資損失引当金 △ 66,552,067
長期延滞債権 78,161,520
長期貸付金 -
基金 1,341,953,811

減債基金 59,150,501
その他 1,282,803,310

その他 -
徴収不能引当金 △ 14,174,590

流動資産 1,392,144,211
現金預金 601,994,794
未収金 14,334,805
短期貸付金 0
基金 753,322,248

財政調整基金 753,322,248
減債基金 -

棚卸資産 24,217,704
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,725,340 8,969,485,007

13,417,676,681 13,417,676,681

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用 3,878,546,713
業務費用 2,633,383,991

人件費 665,363,129
職員給与費 437,911,172
賞与等引当金繰入額 45,908,717
退職手当引当金繰入額 -
その他 181,543,240

物件費等 1,887,595,471
物件費 1,244,871,459
維持補修費 238,726,761
減価償却費 403,997,251
その他 -

その他の業務費用 80,425,391
支払利息 38,124,374
徴収不能引当金繰入額 4,953,931
その他 37,347,086

移転費用 1,245,162,722
補助金等 639,170,055
社会保障給付 284,684,848
他会計への繰出金 320,685,819
その他 622,000

経常収益 127,945,444
使用料及び手数料 41,210,927
その他 86,734,517

純経常行政コスト 3,750,601,269
臨時損失 3,352,736

災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
投資損失引当金繰入額 3,352,736
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 954,179
資産売却益 954,179
その他 -

純行政コスト 3,752,999,826

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 9,023,572,241 13,076,339,743 △ 4,052,767,502

純行政コスト（△） △ 3,752,999,826 △ 3,752,999,826

財源 3,698,912,592 3,698,912,592

税収等 2,493,198,028 2,493,198,028

国県等補助金 1,205,714,564 1,205,714,564

本年度差額 △ 54,087,234 △ 54,087,234

固定資産等の変動（内部変動） △ 297,485,025 297,485,025

有形固定資産等の増加 244,557,905 △ 244,557,905

有形固定資産等の減少 △ 408,177,679 408,177,679

貸付金・基金等の増加 101,123,336 △ 101,123,336

貸付金・基金等の減少 △ 234,988,587 234,988,587

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 54,087,234 △ 297,485,025 243,397,791

本年度末純資産残高 8,969,485,007 12,778,854,718 △ 3,809,369,711

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 3,443,760,237

業務費用支出 2,198,597,515
人件費支出 656,790,835
物件費等支出 1,483,598,220
支払利息支出 38,124,374
その他の支出 20,084,086

移転費用支出 1,245,162,722
補助金等支出 639,170,055
社会保障給付支出 284,684,848
他会計への繰出支出 320,685,819
その他の支出 622,000

業務収入 3,732,037,408
税収等収入 2,494,703,340
国県等補助金収入 1,109,413,451
使用料及び手数料収入 41,086,510
その他の収入 86,834,107

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 288,277,171
【投資活動収支】

投資活動支出 322,945,306
公共施設等整備費支出 243,196,906
基金積立金支出 75,887,400
投資及び出資金支出 861,000
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 291,221,395
国県等補助金収入 96,301,113
基金取崩収入 190,738,000
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 1,182,282
その他の収入 -

投資活動収支 △ 31,723,911
【財務活動収支】

財務活動支出 328,733,327
地方債償還支出 328,733,327
その他の支出 -

財務活動収入 125,054,000
地方債発行収入 125,054,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 203,679,327
52,873,933

397,346,587
450,220,520

前年度末歳計外現金残高 151,523,174
本年度歳計外現金増減額 251,100
本年度末歳計外現金残高 151,774,274
本年度末現金預金残高 601,994,794

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


