
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 4,858,886,240   固定負債 3,206,983,154

    有形固定資産 4,832,835,240     地方債 2,914,490,090

      事業用資産 4,200,690,895     長期未払金 -

        土地 -     退職手当引当金 292,493,064

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,428,924,468     その他 -

        建物減価償却累計額 -1,095,149,267   流動負債 168,530,418

        工作物 3,223,006,214     １年内償還予定地方債 76,819,613

        工作物減価償却累計額 -2,356,376,180     未払金 -

        船舶 1,142,640     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -856,980     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 91,710,805

        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 3,375,513,572

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 5,020,202,240

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -3,241,496,664

        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 3,398,788,575

      物品減価償却累計額 -2,766,644,230

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 26,051,000

      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 26,051,000

        減債基金 -

        その他 26,051,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 295,332,908

    現金預金 134,016,908

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 161,316,000

      財政調整基金 161,316,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,778,705,576

資産合計 5,154,219,148 負債及び純資産合計 5,154,219,148

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,155,187,147

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 97,126

    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 2,155,090,021

  臨時損失 97,126

    災害復旧事業費 -

  経常収益 27,684,828

    使用料及び手数料 6,078,070

    その他 21,606,758

      社会保障給付 23,360,000

      他会計への繰出金 -

      その他 2,343,700

        その他 -

    移転費用 138,873,068

      補助金等 113,169,368

      その他の業務費用 12,941,595

        支払利息 12,941,595

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 26,741,000

        減価償却費 315,271,205

        その他 3,371,233

        その他 45,686,909

      物件費等 625,191,247

        物件費 279,807,809

        職員給与費 1,268,371,225

        賞与等引当金繰入額 91,710,805

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,182,774,849

    業務費用 2,043,901,781

      人件費 1,405,768,939

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】

会計：一般会計 （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 1,749,442,050 3,459,056,171 -1,709,614,121

  純行政コスト（△） -2,155,187,147 -2,155,187,147

  財源 2,184,450,673 2,184,450,673

    税収等 2,171,389,000 2,171,389,000

    国県等補助金 13,061,673 13,061,673

  本年度差額 29,263,526 29,263,526

  固定資産等の変動（内部変動） 1,561,146,069 -1,561,146,069

    有形固定資産等の増加 2,054,279,400 -2,054,279,400

    有形固定資産等の減少 -315,271,205 315,271,205

    貸付金・基金等の増加 60,050,000 -60,050,000

    貸付金・基金等の減少 -237,912,126 237,912,126

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 29,263,526 1,561,146,069 -1,531,882,543

本年度末純資産残高 1,778,705,576 5,020,202,240 -3,241,496,664

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】

会計：一般会計 （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 134,016,908

    その他の収入 -

財務活動収支 1,659,974,907

本年度資金収支額 19,495,581

前年度末資金残高 114,521,327

本年度末資金残高 134,016,908

  財務活動支出 230,825,093

    地方債償還支出 230,825,093

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,890,800,000

    地方債発行収入 1,890,800,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,876,514,400

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 237,815,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 237,815,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,114,329,400

    公共施設等整備費支出 2,054,279,400

    基金積立金支出 60,050,000

    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 236,035,074

  業務収入 2,212,135,501

    税収等収入 2,171,389,000

    国県等補助金収入 13,061,673

    使用料及び手数料収入 6,078,070

    その他の収入 21,606,758

    移転費用支出 138,873,068

      補助金等支出 113,169,368

      社会保障給付支出 23,360,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,343,700

    業務費用支出 1,837,227,359

      人件費支出 1,514,365,722

      物件費等支出 309,920,042

      支払利息支出 12,941,595

      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 1,976,100,427


	貸借対照表(BS)
	行政コスト計算書(PL)
	純資産変動計算書(NW)
	資金収支計算書(CF)

