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

　固定資産      48,798,416,420 　固定負債       5,016,845,570

　　有形固定資産      44,907,487,436 　　地方債       4,230,765,310

　　　事業用資産      21,572,822,554 　　長期未払金                  －

　　　　土地         460,182,646 　　退職手当引当金         775,304,000

　　　　立木竹         348,950,620 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      33,983,916,796 　　その他          10,776,260

　　　　建物減価償却累計額    △13,881,703,699 　流動負債         563,291,526

　　　　工作物       1,271,893,509 　　1年内償還予定地方債         503,898,756

　　　　工作物減価償却累計額       △610,417,318 　　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          37,254,211

　　　　航空機                  － 　　預り金          22,138,559

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

　　　　その他                  － 負債合計       5,580,137,096

　　　　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      50,645,731,387

　　　インフラ資産      22,386,512,049 　余剰分（不足分）     △5,578,316,612

　　　　土地          83,777,825

　　　　建物       1,449,322,508

　　　　建物減価償却累計額       △628,550,218

　　　　工作物      37,799,217,977

　　　　工作物減価償却累計額    △16,317,256,043

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品       1,896,858,234

　　　物品減価償却累計額       △948,705,401

　　無形固定資産          12,921,760

　　　ソフトウェア          12,921,760

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,878,007,224

　　　投資及び出資金          14,940,000

　　　　有価証券           6,065,000

　　　　出資金           8,875,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           6,249,526

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       3,621,525,618

（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           8,747,449

　　　　その他       3,612,778,169

　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △503,250

　流動資産       1,849,135,451

　　現金預金         132,239,341

　　未収金             718,272

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,714,941,994

　　　財政調整基金         734,458,908

　　　減債基金         980,483,086

　　棚卸資産           1,235,844

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      45,067,414,775

資産合計      50,647,551,871 負債及び純資産合計      50,647,551,871

（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                  4,585,331,577

　業務費用                  3,581,277,151

　　人件費                    704,791,008

　　　職員給与費                    532,053,090

　　　賞与等引当金繰入額                     40,066,873

　　　退職手当引当金繰入額                   △12,431,000

　　　その他                    145,102,045

　　物件費等                  2,859,513,825

　　　物件費                  1,086,081,198

　　　維持補修費                    833,110,161

　　　減価償却費                    940,322,466

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     16,972,318

　　　支払利息                     15,808,259

　　　徴収不能引当金繰入額                        269,030

　　　その他                        895,029

　移転費用                  1,004,054,426

　　補助金等                    890,752,881

　　社会保障給付                    111,015,854

　　他会計への繰出金                       △79,977

　　その他                      2,365,668

経常収益                    304,665,720

　使用料及び手数料                    197,480,218

　その他                    107,185,502

純経常行政コスト                  4,280,665,857

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                        910,118

　資産売却益                        910,118

　その他                             －

純行政コスト                  4,279,755,739

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



50,888,441,746 △4,817,973,49746,070,468,249前年度末純資産残高

△4,279,755,739△4,279,755,739　純行政コスト（△）

3,276,702,2653,276,702,265　財源

2,620,640,8452,620,640,845　　税収等

656,061,420656,061,420　　国県等補助金

△1,003,053,474△1,003,053,474　本年度差額

△242,710,359 242,710,359　固定資産等の変動（内部変動）

667,848,185 △667,848,185　　有形固定資産等の増加

△906,680,467 906,680,467　　有形固定資産等の減少

66,368,893 △66,368,893　　貸付金・基金等の増加

△70,246,970 70,246,970　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管替等

－ －－　その他

△242,710,359 △760,343,115△1,003,053,474　本年度純資産変動額

50,645,731,387 △5,578,316,61245,067,414,775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                  3,656,825,501

　　業務費用支出                  2,652,771,075

　　　人件費支出                    716,876,428

　　　物件費等支出                  1,919,191,359

　　　支払利息支出                     15,808,259

　　　その他の支出                        895,029

　　移転費用支出                  1,004,054,426

　　　補助金等支出                    890,752,881

　　　社会保障給付支出                    111,015,854

　　　他会計への繰出支出                       △79,977

　　　その他の支出                      2,365,668

　業務収入                  3,086,612,689

　　税収等収入                  2,620,282,960

　　国県等補助金収入                    161,743,909

　　使用料及び手数料収入                    197,400,318

　　その他の収入                    107,185,502

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    182,806,015

業務活動収支                  △387,406,797

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    230,705,975

　　公共施設等整備費支出                     10,326,965

　　基金積立金支出                    220,379,010

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    383,908,590

　　国県等補助金収入                    311,511,496

　　基金取崩収入                     70,251,094

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      2,146,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    153,202,615

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    518,595,258

　　地方債償還支出                    518,595,258

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    726,991,000

　　地方債発行収入                    726,991,000

　　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                    208,395,742

本年度資金収支額                   △25,808,440

前年度末資金残高                    135,979,802

本年度末資金残高                    110,171,362

前年度末歳計外現金残高                     19,444,588

本年度歳計外現金増減額                      2,623,391

本年度末歳計外現金残高                     22,067,979

本年度末現金預金残高                    132,239,341

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


