
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 6,557,236,927   固定負債 312,678,357

    有形固定資産 4,447,441,300     地方債 54,200,000

      事業用資産 3,241,507,579     長期未払金 -

        土地 1,448,067,368     退職手当引当金 258,478,357

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 5,197,524,622     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,844,536,184   流動負債 29,832,005

        工作物 1,470,509,148     １年内償還予定地方債 6,448,188

        工作物減価償却累計額 -1,198,892,775     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 23,383,817

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 342,510,362

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 168,835,400   固定資産等形成分 6,557,236,927

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -223,333,229

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 21,660,427,361

      物品減価償却累計額 -20,454,493,640

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,109,795,627

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 2,109,795,627

        減債基金 -

        その他 2,109,795,627

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 119,177,133

    現金預金 119,177,133

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 6,333,903,698

資産合計 6,676,414,060 負債及び純資産合計 6,676,414,060

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 140,422

純行政コスト 1,809,064,116

    その他 -

  臨時利益 140,422

    資産売却益 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,809,204,538

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 92,166,529

    使用料及び手数料 87,359,110

    その他 4,807,419

      社会保障給付 2,240,000

      他会計への繰出金 -

      その他 134,200

        その他 3,162,201

    移転費用 33,605,155

      補助金等 31,230,955

      その他の業務費用 3,263,404

        支払利息 101,203

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 234,871,686

        減価償却費 318,100,286

        その他 1,809,896

        その他 116,811,209

      物件費等 1,540,290,240

        物件費 985,508,372

        職員給与費 140,518,342

        賞与等引当金繰入額 23,383,817

        退職手当引当金繰入額 43,498,900

  経常費用 1,901,371,067

    業務費用 1,867,765,912

      人件費 324,212,268

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：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 6,066,603,716 6,247,919,891 -181,316,175

  純行政コスト（△） -1,809,064,116 -1,809,064,116

  財源 2,076,364,098 2,076,364,098

    税収等 1,951,492,098 1,951,492,098

    国県等補助金 124,872,000 124,872,000

  本年度差額 267,299,982 267,299,982

  固定資産等の変動（内部変動） 309,317,036 -309,317,036

    有形固定資産等の増加 234,455,034 -234,455,034

    有形固定資産等の減少 -318,100,286 318,100,286

    貸付金・基金等の増加 455,690,945 -455,690,945

    貸付金・基金等の減少 -62,728,657 62,728,657

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 267,299,982 309,317,036 -42,017,054

本年度末純資産残高 6,333,903,698 6,557,236,927 -223,333,229

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：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 119,177,133

    その他の収入 -

財務活動収支 47,809,457

本年度資金収支額 1,177,420

前年度末資金残高 117,999,713

本年度末資金残高 119,177,133

  財務活動支出 6,390,543

    地方債償還支出 6,390,543

    その他の支出 -

  財務活動収入 54,200,000

    地方債発行収入 54,200,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 140,422

    その他の収入 -

投資活動収支 -502,404,900

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 187,741,079

    国県等補助金収入 124,872,000

    基金取崩収入 62,728,657

【投資活動収支】

  投資活動支出 690,145,979

    公共施設等整備費支出 234,455,034

    基金積立金支出 455,690,945

    投資及び出資金支出 -

  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 455,772,863

  業務収入 2,043,658,627

    税収等収入 1,951,492,098

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 87,359,110

    その他の収入 4,807,419

    移転費用支出 33,605,155

      補助金等支出 31,230,955

      社会保障給付支出 2,240,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 134,200

    業務費用支出 1,554,280,609

      人件費支出 328,827,251

      物件費等支出 1,225,352,155

      支払利息支出 101,203

      その他の支出 -

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 1,587,885,764


