
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 20,773,350,513 固定負債 6,921,026,612

有形固定資産 19,342,499,292 地方債 6,107,092,612

事業用資産 13,141,346,288 長期未払金 -

土地 4,340,159,271 退職手当引当金 813,934,000

立木竹 16,665,800 損失補償等引当金 -

建物 22,847,001,000 その他 -

建物減価償却累計額 △14,643,554,514 流動負債 701,037,383

工作物 1,897,241,120 1年内償還予定地方債 626,034,246

工作物減価償却累計額 △1,509,980,149 未払金 2,831,867

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 43,708,634

航空機 - 預り金 15,633,636

航空機減価償却累計額 - その他 12,829,000

その他 - 7,622,063,995

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 193,813,760 固定資産等形成分 21,831,429,807

インフラ資産 5,844,946,989 余剰分（不足分） △7,406,842,741

土地 88,934,988

建物 2,400

建物減価償却累計額 △2,394

工作物 14,667,240,495

工作物減価償却累計額 △8,911,228,500

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 -

物品 1,276,255,340

物品減価償却累計額 △920,049,325

無形固定資産 4,629,442

ソフトウェア 2,628,117

その他 2,001,325

投資その他の資産 1,426,221,779

投資及び出資金 184,835,400

有価証券 -

出資金 184,835,400

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 103,391,591

長期貸付金 22,264,284

基金 1,119,138,819

減債基金 431,573,430

その他 687,565,389

その他 -

徴収不能引当金 △3,408,315

流動資産 1,273,300,548

現金預金 197,502,469

未収金 17,740,215

短期貸付金 6,412,147

基金 1,051,667,147

財政調整基金 1,051,613,449

減債基金 53,698

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △21,430 14,424,587,066

22,046,651,061 22,046,651,061

【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

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 5,857,957,791

業務費用 3,348,176,207

人件費 891,215,058

職員給与費 777,609,119

賞与等引当金繰入額 43,708,634

退職手当引当金繰入額 -

その他 69,897,305

物件費等 2,382,500,127

物件費 1,345,941,805

維持補修費 131,033,271

減価償却費 905,525,051

その他 -

その他の業務費用 74,461,022

支払利息 39,892,492

徴収不能引当金繰入額 3,416,905

その他 31,151,625

移転費用 2,509,781,584

補助金等 809,812,612

社会保障給付 868,569,268

他会計への繰出金 826,256,815

その他 5,142,889

経常収益 432,923,674

使用料及び手数料 175,990,055

その他 256,933,619

純経常行政コスト 5,425,034,117

臨時損失 129,662,835

災害復旧事業費 76,164,622

資産除売却損 53,498,213

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 37,264,036

資産売却益 37,264,036

その他 -

純行政コスト 5,517,432,916

【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 14,632,177,958 21,977,789,577 △7,345,611,619

純行政コスト（△） △5,517,432,916 △5,517,432,916

財源 5,310,052,024 5,310,052,024

税収等 4,037,716,467 4,037,716,467

国県等補助金 1,272,335,557 1,272,335,557

本年度差額 △207,380,892 △207,380,892

固定資産等の変動（内部変動） △146,149,770 146,149,770

有形固定資産等の増加 698,075,530 △698,075,530

有形固定資産等の減少 △970,131,078 970,131,078

貸付金・基金等の増加 184,348,775 △184,348,775

貸付金・基金等の減少 △58,442,997 58,442,997

資産評価差額 △210,000 △210,000

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △207,590,892 △146,359,770 △61,231,122

本年度末純資産残高 14,424,587,066 21,831,429,807 △7,406,842,741

【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 4,960,563,536
業務費用支出 2,450,781,952
人件費支出 889,349,919
物件費等支出 1,491,192,400
支払利息支出 39,892,492
その他の支出 30,347,141

移転費用支出 2,509,781,584
補助金等支出 809,812,612
社会保障給付支出 868,569,268
他会計への繰出支出 826,256,815
その他の支出 5,142,889

業務収入 5,557,033,581
税収等収入 4,033,930,703
国県等補助金収入 1,141,971,385
使用料及び手数料収入 176,280,855
その他の収入 204,850,638

臨時支出 76,164,622
災害復旧事業費支出 76,164,622
その他の支出 -

臨時収入 35,963,172
業務活動収支 556,268,595
【投資活動収支】
投資活動支出 667,178,012
公共施設等整備費支出 624,161,030
基金積立金支出 38,216,982
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 4,800,000
その他の支出 -

投資活動収入 173,634,763
国県等補助金収入 94,401,000
基金取崩収入 15,372,470
貸付金元金回収収入 15,489,443
資産売却収入 48,371,850
その他の収入 -

投資活動収支 △493,543,249
【財務活動収支】
財務活動支出 678,533,095
地方債償還支出 658,233,195
その他の支出 20,299,900

財務活動収入 617,612,000
地方債発行収入 604,783,000
その他の収入 12,829,000

財務活動収支 △60,921,095
1,804,251

180,064,582
181,868,833

前年度末歳計外現金残高 17,621,288
本年度歳計外現金増減額 △1,987,652
本年度末歳計外現金残高 15,633,636
本年度末現金預金残高 197,502,469

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


