
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 132,459   固定負債 30,658

    有形固定資産 120,858     地方債 25,723

      事業用資産 50,116     長期未払金 158

        土地 22,082     退職手当引当金 4,280

        立木竹 1,166     損失補償等引当金 479

        建物 54,310     その他 18

        建物減価償却累計額 -29,967   流動負債 2,990

        工作物 3,203     １年内償還予定地方債 2,602

        工作物減価償却累計額 -1,360     未払金 18

        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 335

        航空機 -     預り金 35

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 33,648

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 681   固定資産等形成分 134,616

      インフラ資産 69,912   余剰分（不足分） -32,400

        土地 28,517

        建物 453

        建物減価償却累計額 -420

        工作物 106,024

        工作物減価償却累計額 -66,256

        その他 5

        その他減価償却累計額 -5

        建設仮勘定 1,595

      物品 2,650

      物品減価償却累計額 -1,821

    無形固定資産 4

      ソフトウェア 4

      その他 -

    投資その他の資産 11,598

      投資及び出資金 6,408

        有価証券 26

        出資金 349

        その他 6,033

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 219

      長期貸付金 1,193

      基金 3,795

        減債基金 730

        その他 3,065

      その他 -

      徴収不能引当金 -18

  流動資産 3,405

    現金預金 998

    未収金 258

    短期貸付金 -

    基金 2,157

      財政調整基金 2,157

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8 純資産合計 102,216

資産合計 135,864 負債及び純資産合計 135,864

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 182

純行政コスト 19,686

    その他 1

  臨時利益 185

    資産売却益 2

    資産除売却損 29

    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 19,839

  臨時損失 31

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,013

    使用料及び手数料 359

    その他 655

      社会保障給付 2,544

      他会計への繰出金 1,027

      その他 8

        その他 56

    移転費用 6,905

      補助金等 3,326

      その他の業務費用 213

        支払利息 126

        徴収不能引当金繰入額 31

        維持補修費 329

        減価償却費 3,869

        その他 2

        その他 296

      物件費等 8,385

        物件費 4,185

        職員給与費 4,332

        賞与等引当金繰入額 335

        退職手当引当金繰入額 387

  経常費用 20,853

    業務費用 13,948

      人件費 5,350

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：百万円）

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 103,705 135,602 -31,897

  純行政コスト（△） -19,686 -19,686

  財源 18,289 18,289

    税収等 15,283 15,283

    国県等補助金 3,006 3,006

  本年度差額 -1,396 -1,396

  固定資産等の変動（内部変動） -911 911

    有形固定資産等の増加 3,299 -3,299

    有形固定資産等の減少 -3,949 3,949

    貸付金・基金等の増加 1,076 -1,076

    貸付金・基金等の減少 -1,337 1,337

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -92 -92

  その他 - 18 -18

  本年度純資産変動額 -1,488 -985 -503

本年度末純資産残高 102,216 134,616 -32,400

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：百万円）

前年度末歳計外現金残高 54

本年度歳計外現金増減額 -1

本年度末歳計外現金残高 54

本年度末現金預金残高 998

    その他の収入 -

財務活動収支 402

本年度資金収支額 -4

前年度末資金残高 948

本年度末資金残高 944

  財務活動支出 2,433

    地方債償還支出 2,433

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,835

    地方債発行収入 2,835

    貸付金元金回収収入 308

    資産売却収入 36

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,262

【財務活動収支】

    貸付金支出 317

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,885

    国県等補助金収入 729

    基金取崩収入 812

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,147

    公共施設等整備費支出 3,299

    基金積立金支出 57

    投資及び出資金支出 474

  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 1,856

  業務収入 18,731

    税収等収入 15,250

    国県等補助金収入 2,473

    使用料及び手数料収入 353

    その他の収入 655

    移転費用支出 6,919

      補助金等支出 3,340

      社会保障給付支出 2,544

      他会計への繰出支出 1,027

      その他の支出 8

    業務費用支出 9,956

      人件費支出 5,254

      物件費等支出 4,535

      支払利息支出 126

      その他の支出 40

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 16,875


