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

　固定資産      52,609,410,295 　固定負債       5,518,372,230

　　有形固定資産      48,691,089,935 　　地方債等       4,732,291,970

　　　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         637,613,603

　　　　工作物       1,271,893,509 　　1年内償還予定地方債等         574,179,100

　　　　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          41,295,944

　　　　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       6,155,985,833

　　　　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      54,592,419,975

　　　インフラ資産      25,727,751,487 　余剰分（不足分）     △6,123,214,099

　　　　土地          83,777,825 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,334,317,523

　　　　建物減価償却累計額     △1,062,667,748

　　　　工作物      42,136,637,741

　　　　工作物減価償却累計額    △17,764,313,854

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品       2,845,289,768

　　　物品減価償却累計額     △1,454,773,874

　　無形固定資産          14,109,760

　　　ソフトウェア          14,109,760

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,904,210,600

　　　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           8,849,789

　　　長期貸付金          18,680,000

　　　基金       3,626,721,313

（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           8,747,449

　　　　その他       3,617,973,864

　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △775,832

　流動資産       2,015,781,414

　　現金預金         143,744,752

　　未収金             879,572

　　短期貸付金        △18,920,000

　　基金       1,888,841,246

　　　財政調整基金         908,358,160

　　　減債基金         980,483,086

　　棚卸資産           1,235,844

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      48,469,205,876

資産合計      54,625,191,709 負債及び純資産合計      54,625,191,709

（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                  5,025,881,822

　業務費用                  3,783,259,150

　　人件費                    710,407,466

　　　職員給与費                    532,233,533

　　　賞与等引当金繰入額                     44,108,606

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

　　　その他                    146,496,327

　　物件費等                  3,037,433,450

　　　物件費                  1,156,039,041

　　　維持補修費                    859,020,803

　　　減価償却費                  1,022,373,606

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     35,418,234

　　　支払利息                     25,855,324

　　　徴収不能引当金繰入額                        469,315

　　　その他                      9,093,595

　移転費用                  1,242,622,672

　　補助金等                  1,128,082,027

　　社会保障給付                    111,015,854

　　他会計への繰出金                       △79,977

　　その他                      3,604,768

経常収益                    359,210,631

　使用料及び手数料                    246,508,958

　その他                    112,701,673

純経常行政コスト                  4,666,671,191

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                  4,665,761,073

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



54,917,181,474 △5,424,638,57149,492,542,903前年度末純資産残高 －

△4,665,761,073△4,665,761,073　純行政コスト（△） －

3,642,424,0463,642,424,046　財源 －

2,884,688,6552,884,688,655　　税収等 －

757,735,391757,735,391　　国県等補助金 －

△1,023,337,027△1,023,337,027　本年度差額 －

△324,761,499 324,761,499　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 －

△988,731,607 988,731,607　　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

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

－ －－　その他

△324,761,499 △698,575,528△1,023,337,027　本年度純資産変動額 －

54,592,419,975 △6,123,214,09948,469,205,876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                  4,014,455,045

　　業務費用支出                  2,771,832,373

　　　人件費支出                    722,363,610

　　　物件費等支出                  2,015,059,844

　　　支払利息支出                     25,855,324

　　　その他の支出                      8,553,595

　　移転費用支出                  1,242,622,672

　　　補助金等支出                  1,128,082,027

　　　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                      3,604,768

　業務収入                  3,506,808,868

　　税収等収入                  2,884,150,257

　　国県等補助金収入                    263,417,880

　　使用料及び手数料収入                    246,429,058

　　その他の収入                    112,811,673

　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                  △324,840,162

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    234,064,639

　　公共施設等整備費支出                      7,609,965

　　基金積立金支出                    225,914,674

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                        540,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    385,408,590

　　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                      1,500,000

　　資産売却収入                      2,146,000

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    151,343,951

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    588,852,417

　　地方債等償還支出                    588,852,417

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    732,291,000

　　地方債等発行収入                    732,291,000

　　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                    143,438,583

本年度資金収支額                   △30,057,628

前年度末資金残高                    151,734,401

本年度末資金残高                    121,676,773

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                    143,744,752

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


