
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      11,013,510,744 　固定負債       2,351,340,734

　　有形固定資産       9,834,567,838 　　地方債       2,083,421,634

　　　事業用資産       4,407,180,916 　　長期未払金                  －

　　　　土地         228,864,399 　　退職手当引当金         261,104,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       7,145,238,317 　　その他           6,815,100

　　　　建物減価償却累計額     △3,653,974,632 　流動負債         249,691,089

　　　　工作物       1,670,950,870 　　1年内償還予定地方債         222,139,216

　　　　工作物減価償却累計額       △983,898,038 　　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          24,694,309

　　　　航空機                  － 　　預り金           2,857,564

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       2,601,031,823

　　　　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      11,341,100,823

　　　インフラ資産       5,424,919,110 　余剰分（不足分）     △1,542,097,517

　　　　土地           1,167,009

　　　　建物         165,316,000

　　　　建物減価償却累計額        △87,087,288

　　　　工作物      19,124,180,665

　　　　工作物減価償却累計額    △13,778,657,276

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品         107,711,983

　　　物品減価償却累計額       △105,244,171

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,178,942,906

　　　投資及び出資金           4,152,000

　　　　有価証券             200,000

　　　　出資金           3,952,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           2,463,384

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         872,382,245

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金         122,986,560

　　　　その他         749,395,685

　　　その他         300,000,000

　　　徴収不能引当金            △54,723

　流動資産       1,386,524,385

　　現金預金          17,290,195

　　未収金          16,492,073

　　短期貸付金                  －

　　基金         327,590,079

　　　財政調整基金         327,590,079

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他       1,025,589,151

　　徴収不能引当金           △437,113 純資産合計       9,799,003,306

資産合計      12,400,035,129 負債及び純資産合計      12,400,035,129

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  2,417,349,975

　業務費用                  1,844,705,124

　　人件費                    398,678,515

　　　職員給与費                    330,176,477

　　　賞与等引当金繰入額                     24,694,309

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     43,807,729

　　物件費等                  1,428,689,122

　　　物件費                    788,778,695

　　　維持補修費                     31,441,925

　　　減価償却費                    608,468,502

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     17,337,487

　　　支払利息                      9,841,017

　　　徴収不能引当金繰入額                        449,606

　　　その他                      7,046,864

　移転費用                    572,644,851

　　補助金等                    379,243,286

　　社会保障給付                     59,986,365

　　他会計への繰出金                    131,114,000

　　その他                      2,301,200

経常収益                    146,986,397

　使用料及び手数料                     31,141,201

　その他                    115,845,196

純経常行政コスト                  2,270,363,578

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　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                             －

　その他                             －

臨時利益                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                  2,270,363,578

一般会計等行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 令和2年03月31日

科目 金額



11,837,669,891 △1,666,983,41510,170,686,476前年度末純資産残高

△2,270,363,578△2,270,363,578　純行政コスト（△）

1,810,662,0241,810,662,024　財源

1,613,193,0751,613,193,075　　税収等

197,468,949197,468,949　　国県等補助金

△459,701,554△459,701,554　本年度差額

△646,569,068 646,569,068　固定資産等の変動（内部変動）

60,153,157 △60,153,157　　有形固定資産等の増加

△608,468,502 608,468,502　　有形固定資産等の減少

21,739,411 △21,739,411　　貸付金・基金等の増加

△119,993,134 119,993,134　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

150,000,000150,000,000　無償所管換等

－ △61,981,616△61,981,616　その他

△496,569,068 124,885,898△371,683,170　本年度純資産変動額

11,341,100,823 △1,542,097,5179,799,003,306本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

一般会計等

至 令和2年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  1,806,029,685

　　業務費用支出                  1,233,384,834

　　　人件費支出                    396,276,333

　　　物件費等支出                    823,165,953

　　　支払利息支出                      9,841,017

　　　その他の支出                      4,101,531

　　移転費用支出                    572,644,851

　　　補助金等支出                    379,243,286

　　　社会保障給付支出                     59,986,365

　　　他会計への繰出支出                    131,114,000

　　　その他の支出                      2,301,200

　業務収入                  1,833,751,333

　　税収等収入                  1,598,409,297

　　国県等補助金収入                    126,709,949

　　使用料及び手数料収入                     31,213,891

　　その他の収入                     77,418,196

　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                     27,721,648

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    148,619,857

　　公共施設等整備費支出                    122,134,773

　　基金積立金支出                     19,921,760

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                      6,563,324

　投資活動収入                    188,785,000

　　国県等補助金収入                     70,759,000

　　基金取崩収入                    118,026,000

　　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                     40,165,143

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    224,724,737

　　地方債償還支出                    224,724,737

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    127,835,000

　　地方債発行収入                    127,835,000

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成31年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 令和2年03月31日

科目 金額



財務活動収支                   △96,889,737

本年度資金収支額                   △29,002,946

前年度末資金残高                     36,620,477

本年度末資金残高                      7,617,531

前年度末歳計外現金残高                      8,241,567

本年度歳計外現金増減額                      1,431,097

本年度末歳計外現金残高                      9,672,664

本年度末現金預金残高                     17,290,195

一般会計等資金収支計算書
自 平成31年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 令和2年03月31日

科目 金額


