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

　固定資産      26,834,693,665 　固定負債       7,895,950,272

　　有形固定資産      24,094,157,064 　　地方債       7,358,474,509

　　　事業用資産       9,947,598,838 　　長期未払金          61,148,000

　　　　土地       3,862,320,194 　　退職手当引当金         458,530,000

　　　　立木竹          43,366,340 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      13,888,861,580 　　その他          17,797,763

　　　　建物減価償却累計額     △8,834,444,680 　流動負債       1,867,703,708

　　　　工作物       1,704,392,142 　　1年内償還予定地方債         730,290,533

　　　　工作物減価償却累計額       △915,878,184 　　未払金                  －

　　　　船舶           2,282,000 　　未払費用       1,085,142,000

　　　　船舶減価償却累計額         △2,281,998 　　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          45,669,389

　　　　航空機                  － 　　預り金           5,512,642

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他           1,089,144

　　　　その他                  － 負債合計       9,763,653,980

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定         198,981,444 　固定資産等形成分      28,020,685,065

　　　インフラ資産      14,052,153,283 　余剰分（不足分）     △9,261,642,717

　　　　土地         120,651,816

　　　　建物          32,445,600

　　　　建物減価償却累計額         △6,473,460

　　　　工作物      53,803,823,458

　　　　工作物減価償却累計額    △39,910,908,531

　　　　その他          15,768,000

　　　　その他減価償却累計額         △3,153,600

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品         877,302,670

　　　物品減価償却累計額       △782,897,727

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       2,740,536,601

　　　投資及び出資金         286,944,440

　　　　有価証券          19,540,000

　　　　出資金         267,404,440

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          53,685,427

　　　長期貸付金         108,762,759

　　　基金       2,295,519,337

（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         256,260,412

　　　　その他       2,039,258,925

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △4,375,362

　流動資産       1,688,002,663

　　現金預金         412,261,287

　　未収金          19,749,976

　　短期貸付金           3,039,000

　　基金       1,182,952,400

　　　財政調整基金       1,182,754,194

　　　減債基金             198,206

　　棚卸資産                  －

　　その他          70,000,000

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      18,759,042,348

資産合計      28,522,696,328 負債及び純資産合計      28,522,696,328

（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                  6,521,279,277

　業務費用                  3,956,841,715

　　人件費                  1,066,970,400

　　　職員給与費                    513,479,764

　　　賞与等引当金繰入額                     45,669,389

　　　退職手当引当金繰入額                    458,530,000

　　　その他                     49,291,247

　　物件費等                  2,825,361,959

　　　物件費                  1,475,799,692

　　　維持補修費                     31,678,173

　　　減価償却費                  1,317,884,094

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     64,509,356

　　　支払利息                     34,436,991

　　　徴収不能引当金繰入額                      4,375,362

　　　その他                     25,697,003

　移転費用                  2,564,437,562

　　補助金等                  1,380,051,169

　　社会保障給付                    621,306,236

　　他会計への繰出金                    562,209,579

　　その他                        870,578

経常収益                    277,878,902

　使用料及び手数料                     56,885,832

　その他                    220,993,070

純経常行政コスト                  6,243,400,375

臨時損失                     50,118,524

　災害復旧事業費                     50,118,520

　資産除売却損                              4

　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                      3,499,934

　資産売却益                      3,499,934

　その他                             －

純行政コスト                  6,290,018,965

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



28,279,633,866 △8,538,869,40519,740,764,461前年度末純資産残高

△6,290,018,965△6,290,018,965　純行政コスト（△）

5,289,179,9335,289,179,933　財源

4,273,217,4364,273,217,436　　税収等

1,015,962,4971,015,962,497　　国県等補助金

△1,000,839,032△1,000,839,032　本年度差額

△278,065,720 278,065,720　固定資産等の変動（内部変動）

1,277,414,109 △1,277,414,109　　有形固定資産等の増加

△1,657,765,524 1,657,765,524　　有形固定資産等の減少

235,746,071 △235,746,071　　貸付金・基金等の増加

△133,460,376 133,460,376　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

19,116,919 －19,116,919　その他

△258,948,801 △722,773,312△981,722,113　本年度純資産変動額

28,020,685,065 △9,261,642,71718,759,042,348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                  4,749,605,413

　　業務費用支出                  2,185,167,851

　　　人件費支出                    967,265,307

　　　物件費等支出                  1,158,865,250

　　　支払利息支出                     34,436,991

　　　その他の支出                     24,600,303

　　移転費用支出                  2,564,437,562

　　　補助金等支出                  1,380,051,169

　　　社会保障給付支出                    621,306,236

　　　他会計への繰出支出                    562,209,579

　　　その他の支出                        870,578

　業務収入                  4,741,629,626

　　税収等収入                  4,276,465,418

　　国県等補助金収入                    185,537,497

　　使用料及び手数料収入                     56,722,632

　　その他の収入                    222,904,079

　臨時支出                     50,118,520

　　災害復旧事業費支出                     50,118,520

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    480,802,000

業務活動収支                    422,707,693

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,352,969,504

　　公共施設等整備費支出                  1,133,855,298

　　基金積立金支出                    140,854,445

　　投資及び出資金支出                     76,219,761

　　貸付金支出                      2,040,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    423,566,000

　　国県等補助金収入                    349,623,000

　　基金取崩収入                     69,789,000

　　貸付金元金回収収入                      4,154,000

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △929,403,504

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    661,894,594

　　地方債償還支出                    660,041,182

　　その他の支出                      1,853,412

　財務活動収入                  1,501,488,000

　　地方債発行収入                  1,501,488,000

　　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                    839,593,406

本年度資金収支額                    332,897,595

前年度末資金残高                     56,530,875

本年度末資金残高                    389,428,470

前年度末歳計外現金残高                     38,325,533

本年度歳計外現金増減額                   △15,492,716

本年度末歳計外現金残高                     22,832,817

本年度末現金預金残高                    412,261,287

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


