
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産       8,241,989,420 　固定負債       4,064,659,635

　　有形固定資産       8,044,538,472 　　地方債       3,547,263,844

　　　事業用資産       4,258,954,816 　　長期未払金                  －

　　　　土地       1,071,543,887 　　退職手当引当金         517,395,791

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       8,159,420,451 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △5,415,868,854 　流動負債         539,552,631

　　　　工作物         758,560,627 　　1年内償還予定地方債         491,671,639

　　　　工作物減価償却累計額       △336,972,535 　　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          42,857,829

　　　　航空機                  － 　　預り金           5,023,163

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

　　　　その他                  － 負債合計       4,604,212,266

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

　　　　建設仮勘定          22,271,240 　固定資産等形成分       9,494,537,420

　　　インフラ資産       3,721,430,182 　余剰分（不足分）     △4,295,950,213

　　　　土地          70,949,222

　　　　建物           8,425,000

　　　　建物減価償却累計額         △5,429,004

　　　　工作物      12,332,182,428

　　　　工作物減価償却累計額     △8,711,864,404

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          27,166,940

　　　物品         299,844,226

　　　物品減価償却累計額       △235,690,752

　　無形固定資産          11,415,689

　　　ソフトウェア          11,415,689

　　　その他                  －

　　投資その他の資産         186,035,259

　　　投資及び出資金         138,313,390

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他         119,005,134

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          28,187,314

　　　長期貸付金                  －

　　　基金          20,915,000

　　　　減債基金                  －

　　　　その他          20,915,000

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,380,445

　流動資産       1,560,810,053

　　現金預金         301,320,646

　　未収金           7,663,626

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,252,548,000

　　　財政調整基金       1,050,710,000

　　　減債基金         201,838,000

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金           △722,219 純資産合計       5,198,587,207

資産合計       9,802,799,473 負債及び純資産合計       9,802,799,473



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  2,815,238,412

　業務費用                  1,741,136,481

　　人件費                    673,620,485

　　　職員給与費                    597,621,338

　　　賞与等引当金繰入額                     42,857,829

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     33,141,318

　　物件費等                  1,037,553,219

　　　物件費                    468,014,800

　　　維持補修費                     47,004,784

　　　減価償却費                    522,533,635

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     29,962,777

　　　支払利息                     22,724,657

　　　徴収不能引当金繰入額                        820,386

　　　その他                      6,417,734

　移転費用                  1,074,101,931

　　補助金等                    590,857,456

　　社会保障給付                    253,555,755

　　他会計への繰出金                    227,229,077

　　その他                      2,459,643

経常収益                    112,608,113

　使用料及び手数料                     20,653,137

　その他                     91,954,976

純経常行政コスト                  2,702,630,299

臨時損失                    125,794,477

　災害復旧事業費                     50,924,049

　資産除売却損                     74,870,428

　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                      9,483,308

　資産売却益                      9,483,308

　その他                             －

純行政コスト                  2,818,941,468

一般会計等行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



（単位：円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 5,447,764,950 10,012,012,213 △4,564,247,263

　純行政コスト（△） △2,818,941,468 △2,818,941,468

　財源 2,563,256,491 2,563,256,491

　　税収等 2,176,231,839 2,176,231,839

　　国県等補助金 387,024,652 387,024,652

　本年度差額 △255,684,977 △255,684,977

　固定資産等の変動（内部変動） △523,982,027 523,982,027

　　有形固定資産等の増加 56,592,352 △56,592,352

　　有形固定資産等の減少 △598,448,955 598,448,955

　　貸付金・基金等の増加 54,842,000 △54,842,000

　　貸付金・基金等の減少 △36,967,424 36,967,424

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 6,507,234 6,507,234

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △249,177,743 △517,474,793 268,297,050

本年度末純資産残高 5,198,587,207 9,494,537,420 △4,295,950,213

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

科目 合計



一般会計等純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,291,058,830

　　業務費用支出                  1,216,956,899

　　　人件費支出                    672,955,187

　　　物件費等支出                    515,019,584

　　　支払利息支出                     22,724,657

　　　その他の支出                      6,257,471

　　移転費用支出                  1,074,101,931

　　　補助金等支出                    590,857,456

　　　社会保障給付支出                    253,555,755

　　　他会計への繰出支出                    227,229,077

　　　その他の支出                      2,459,643

　業務収入                  2,591,849,492

　　税収等収入                  2,171,919,860

　　国県等補助金収入                    328,956,652

　　使用料及び手数料収入                     19,624,937

　　その他の収入                     71,348,043

　臨時支出                     50,924,049

　　災害復旧事業費支出                     50,924,049

　　その他の支出                             －

　臨時収入                     39,574,000

業務活動収支                    289,440,613

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    111,434,352

　　公共施設等整備費支出                     56,592,352

　　基金積立金支出                     13,842,000

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     41,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                     68,699,200

　　国県等補助金収入                     17,171,000

　　基金取崩収入                             －

　　貸付金元金回収収入                     41,000,000

　　資産売却収入                     10,528,200

　　その他の収入                             －

投資活動収支                   △42,735,152

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    451,235,049

　　地方債償還支出                    451,235,049

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    141,023,000

　　地方債発行収入                    139,700,000

　　その他の収入                      1,323,000

財務活動収支                  △310,212,049

本年度資金収支額                   △63,506,588

一般会計等資金収支計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



前年度末資金残高                    359,804,071

本年度末資金残高                    296,297,483

前年度末歳計外現金残高                      4,705,907

本年度歳計外現金増減額                        317,256

本年度末歳計外現金残高                      5,023,163

本年度末現金預金残高                    301,320,646


