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

　固定資産      12,927,929,372 　固定負債       2,686,587,541

　　有形固定資産      11,743,467,646 　　地方債等       2,418,668,441

　　　事業用資産       4,576,398,774 　　長期未払金                  －

　　　　土地         228,867,676 　　退職手当引当金         261,104,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       7,460,444,067 　　その他           6,815,100

　　　　建物減価償却累計額     △3,799,965,801 　流動負債         280,400,938

　　　　工作物       1,670,950,870 　　1年内償還予定地方債等         249,798,760

　　　　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          27,744,614

　　　　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       2,966,988,479

　　　　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      13,265,997,914

　　　インフラ資産       7,144,577,273 　余剰分（不足分）     △1,869,509,264

　　　　土地           2,294,129 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,263,639,000

　　　　建物減価償却累計額       △550,751,035

　　　　工作物      21,267,396,557

　　　　工作物減価償却累計額    △14,838,001,378

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品         215,914,198

　　　物品減価償却累計額       △193,422,599

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,184,461,726

　　　投資及び出資金           4,236,056

　　　　有価証券             200,000

　　　　出資金           4,036,056

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,171,941

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         872,382,245

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

全体

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           △328,516

　流動資産       1,435,547,757

　　現金預金          54,881,107

　　未収金          17,521,373

　　短期貸付金                  －

　　基金         338,068,542

　　　財政調整基金         338,068,542

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他       1,025,589,151

　　徴収不能引当金           △512,416

　繰延資産                  － 純資産合計      11,396,488,650

資産合計      14,363,477,129 負債及び純資産合計      14,363,477,129

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  2,629,427,374

　業務費用                  1,997,930,196

　　人件費                    441,752,209

　　　職員給与費                    359,482,087

　　　賞与等引当金繰入額                     27,720,767

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     54,549,355

　　物件費等                  1,532,800,454

　　　物件費                    859,556,027

　　　維持補修費                     49,747,135

　　　減価償却費                    623,497,292

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     23,377,533

　　　支払利息                     15,116,524

　　　徴収不能引当金繰入額                        615,430

　　　その他                      7,645,579

　移転費用                    631,497,178

　　補助金等                    438,005,413

　　社会保障給付                     59,986,365

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

　　その他                      2,391,400

経常収益                    216,967,150

　使用料及び手数料                     94,782,927

　その他                    122,184,223

純経常行政コスト                  2,412,460,224

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                  2,412,460,224

全体行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

（単位：円）

全体

至 令和2年03月31日

科目 金額



13,775,530,672 △2,050,437,67811,725,092,994前年度末純資産残高 －

△2,412,460,224△2,412,460,224　純行政コスト（△） －

1,995,837,4961,995,837,496　財源 －

1,798,368,5471,798,368,547　　税収等 －

197,468,949197,468,949　　国県等補助金 －

△416,622,728△416,622,728　本年度差額 －

△659,532,758 659,532,758　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 －

△623,497,292 623,497,292　　有形固定資産等の減少 －

23,970,335 △23,970,335　　貸付金・基金等の増加 －

△120,158,958 120,158,958　　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

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ △61,981,616△61,981,616　その他

△509,532,758 180,928,414△328,604,344　本年度純資産変動額 －

13,265,997,914 △1,869,509,26411,396,488,650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

全体純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

全体

至 令和2年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,002,809,790

　　業務費用支出                  1,371,312,612

　　　人件費支出                    439,247,347

　　　物件費等支出                    912,746,210

　　　支払利息支出                     15,116,524

　　　その他の支出                      4,202,531

　　移転費用支出                    631,497,178

　　　補助金等支出                    438,005,413

　　　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                      2,391,400

　業務収入                  2,086,969,285

　　税収等収入                  1,781,796,869

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

　　使用料及び手数料収入                     94,839,117

　　その他の収入                     83,623,350

　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                     84,159,495

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    148,620,881

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

　　基金積立金支出                     19,922,784

　　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                     40,164,119

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    249,101,970

　　地方債等償還支出                    249,101,970

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    129,235,000

　　地方債等発行収入                    129,235,000

　　その他の収入                             －

全体資金収支計算書
自 平成31年04月01日

（単位：円）

全体

至 令和2年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △119,866,970

本年度資金収支額                      4,456,644

前年度末資金残高                     40,751,799

本年度末資金残高                     45,208,443

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                     54,881,107

全体資金収支計算書
自 平成31年04月01日

（単位：円）

全体

至 令和2年03月31日

科目 金額


