
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産       9,360,336,937 　固定負債       4,865,486,102

　　有形固定資産       9,262,970,492 　　地方債等       3,979,445,361

　　　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         368,644,950

　　　　建物減価償却累計額     △5,415,868,854 　流動負債         580,920,585

　　　　工作物         758,560,627 　　1年内償還予定地方債等         526,657,816

　　　　工作物減価償却累計額       △336,972,535 　　未払金           3,347,872

　　　　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          44,015,734

　　　　航空機                  － 　　預り金           5,023,163

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他           1,876,000

　　　　その他                  － 負債合計       5,446,406,687

　　　　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      10,632,884,937

　　　インフラ資産       4,794,914,926 　余剰分（不足分）     △4,731,272,936

　　　　土地         175,719,137 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         127,000,957

　　　　建物減価償却累計額        △66,094,308

　　　　工作物      14,338,951,122

　　　　工作物減価償却累計額     △9,807,828,922

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          27,166,940

　　　物品         829,551,600

　　　物品減価償却累計額       △620,450,850

　　無形固定資産          12,474,089

　　　ソフトウェア          12,474,089

　　　その他                  －

　　投資その他の資産          84,892,356

　　　投資及び出資金          19,308,256

　　　　有価証券             345,000

　　　　出資金          18,963,256

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          43,909,170

　　　長期貸付金                  －

　　　基金          24,915,000

　　　　減債基金                  －

　　　　その他          24,915,000

全体

全体貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △3,240,070

　流動資産       1,987,681,751

　　現金預金         670,321,958

　　未収金          43,231,841

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,272,548,000

　　　財政調整基金       1,070,710,000

　　　減債基金         201,838,000

　　棚卸資産           7,050,000

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △5,470,048

　繰延資産                  － 純資産合計       5,901,612,001

資産合計      11,348,018,688 負債及び純資産合計      11,348,018,688



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,188,942,112

　業務費用                  1,935,577,467

　　人件費                    719,822,804

　　　職員給与費                    640,649,752

　　　賞与等引当金繰入額                     45,891,734

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     33,281,318

　　物件費等                  1,155,851,738

　　　物件費                    527,066,783

　　　維持補修費                     48,346,972

　　　減価償却費                    580,437,983

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     59,902,925

　　　支払利息                     31,352,422

　　　徴収不能引当金繰入額                      3,064,763

　　　その他                     25,485,740

　移転費用                  2,253,364,645

　　補助金等                  1,997,308,447

　　社会保障給付                    253,555,755

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      2,500,443

経常収益                    201,643,134

　使用料及び手数料                    106,028,367

　その他                     95,614,767

純経常行政コスト                  3,987,298,978

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                  4,103,610,147

全体行政コスト計算書
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） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 6,152,932,252 11,208,719,871 △5,055,787,619 －

　純行政コスト（△） △4,103,610,147 △4,103,610,147 －

　財源 3,845,782,662 3,845,782,662 －

　　税収等 2,662,592,058 2,662,592,058 －

　　国県等補助金 1,183,190,604 1,183,190,604 －

　本年度差額 △257,827,485 △257,827,485 －

　固定資産等の変動（内部変動） △582,342,168 582,342,168 －

　　有形固定資産等の増加 57,102,452 △57,102,452 －

　　有形固定資産等の減少 △656,353,303 656,353,303 －

　　貸付金・基金等の増加 54,842,000 △54,842,000 －

　　貸付金・基金等の減少 △37,933,317 37,933,317 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 6,507,234 6,507,234

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △251,320,251 △575,834,934 324,514,683 －

本年度末純資産残高 5,901,612,001 10,632,884,937 △4,731,272,936 －

全体

全体純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

科目 合計



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,606,543,007

　　業務費用支出                  1,353,178,362

　　　人件費支出                    718,865,848

　　　物件費等支出                    578,123,823

　　　支払利息支出                     31,352,422

　　　その他の支出                     24,836,269

　　移転費用支出                  2,253,364,645

　　　補助金等支出                  1,997,308,447

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

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                      2,500,443

　業務収入                  3,956,348,926

　　税収等収入                  2,644,693,629

　　国県等補助金収入                  1,129,684,414

　　使用料及び手数料収入                    107,033,477

　　その他の収入                     74,937,406

　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                    338,455,870

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    111,944,452

　　公共施設等整備費支出                     57,102,452

　　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                     61,814,796

　　国県等補助金収入                             －

　　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                     10,286,596

投資活動収支                   △50,129,656

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    492,550,796

　　地方債等償還支出                    492,550,796

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    141,023,000

　　地方債等発行収入                    139,700,000

　　その他の収入                      1,323,000

財務活動収支                  △351,527,796

本年度資金収支額                   △63,201,582

全体資金収支計算書
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                    728,500,377

本年度末資金残高                    665,298,795

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                    670,321,958


