
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      39,976,234,739 　固定負債       6,691,335,686

　　有形固定資産      32,497,625,824 　　地方債等       5,629,086,686

　　　事業用資産      11,954,058,713 　　長期未払金                  －

　　　　土地       3,453,328,471 　　退職手当引当金       1,062,249,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      17,603,596,467 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △9,740,102,822 　流動負債         866,944,179

　　　　工作物         192,306,280 　　1年内償還予定地方債等         754,558,098

　　　　工作物減価償却累計額        △99,895,823 　　未払金              64,600

　　　　建設仮勘定         544,826,140 　　未払費用                  －

　　　インフラ資産      20,279,024,896 　　前受金                  －

　　　　土地       1,794,045,684 　　前受収益                  －

　　　　建物       1,043,776,000 　　賞与等引当金          63,189,564

　　　　建物減価償却累計額       △629,582,983 　　預り金          49,131,917

　　　　工作物      54,474,995,506 　　その他                  －

　　　　工作物減価償却累計額    △36,459,965,411 負債合計       7,558,279,865

　　　　建設仮勘定          55,756,100 【純資産の部】                  －

　　　物品         909,651,314 　固定資産等形成分      40,907,368,995

　　　物品減価償却累計額       △645,109,099 　余剰分（不足分）     △7,259,892,820

　　無形固定資産          35,428,143 　他団体出資等分                  －

　　　ソフトウェア          35,428,143

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       7,443,180,772

　　　投資及び出資金       1,510,840,926

　　　　有価証券              75,000

　　　　出資金       1,510,765,926

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,897,187

　　　長期貸付金          45,267,800

　　　基金       5,879,740,401

　　　　減債基金                  －

　　　　その他       5,879,740,401

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,565,542

　流動資産       1,229,521,301

　　現金預金         297,193,762

　　未収金           1,193,283

　　短期貸付金           3,890,800

　　基金         927,243,456

　　　財政調整基金         599,235,484

　　　減債基金         328,007,972

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      33,647,476,175

資産合計      41,205,756,040 負債及び純資産合計      41,205,756,040

全体

貸借対照表
（令和２年３月31日 現在）



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  6,738,699,615

　業務費用                  4,372,716,604

　　人件費                    954,963,752

　　　職員給与費                    820,491,894

　　　賞与等引当金繰入額                     63,189,564

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     71,282,294

　　物件費等                  3,347,944,548

　　　物件費                  1,422,844,236

　　　維持補修費                    356,591,100

　　　減価償却費                  1,566,896,232

　　　その他                      1,612,980

　　その他の業務費用                     69,808,304

　　　支払利息                     55,714,289

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,565,542

　　　その他                     12,528,473

　移転費用                  2,365,983,011

　　補助金等                  1,685,566,667

　　社会保障給付                    440,858,817

　　他会計への繰出金                    229,449,484

　　その他                     10,108,043

経常収益                    646,439,988

　使用料及び手数料                    202,559,117

　その他                    443,880,871

純経常行政コスト                  6,092,259,627

臨時損失                     58,384,859

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     58,384,859

　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                        322,554

　資産売却益                        322,554

　その他                             －

純行政コスト                  6,150,321,932

行政コスト計算書
自 平成31年４月１日

至 令和２年３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 34,037,052,474 41,299,899,883 △7,262,847,409 －

　純行政コスト（△） △6,150,321,932 △6,150,321,932 －

　財源 5,685,475,133 5,685,475,133 －

　　税収等 4,750,071,358 4,750,071,358 －

　　国県等補助金 935,403,775 935,403,775 －

　本年度差額 △464,846,799 △464,846,799 －

　固定資産等の変動（内部変動） △467,801,388 467,801,388 －

　　有形固定資産等の増加 1,254,481,615 △1,254,481,615 －

　　有形固定資産等の減少 △1,836,003,807 1,836,003,807 －

　　貸付金・基金等の増加 431,587,039 △431,587,039 －

　　貸付金・基金等の減少 △317,866,235 317,866,235 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 76,021,250 76,021,250

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 △750,750 △750,750 －

　本年度純資産変動額 △389,576,299 △392,530,888 2,954,589 －

本年度末純資産残高 33,647,476,175 40,907,368,995 △7,259,892,820 －

全体

科目 合計

至 令和２年３月31日

自 平成31年４月１日

純資産変動計算書



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  5,193,483,529

　　業務費用支出                  2,827,500,518

　　　人件費支出                    951,462,052

　　　物件費等支出                  1,783,112,290

　　　支払利息支出                     55,714,289

　　　その他の支出                     37,211,887

　　移転費用支出                  2,365,983,011

　　　補助金等支出                  1,685,566,667

　　　社会保障給付支出                    440,858,817

　　　他会計への繰出支出                    229,449,484

　　　その他の支出                     10,108,043

　業務収入                  6,344,896,833

　　税収等収入                  4,751,181,200

　　国県等補助金収入                    935,403,775

　　使用料及び手数料収入                    202,836,363

　　その他の収入                    455,475,495

　臨時支出                      2,915,000

　　災害復旧事業費支出                      2,915,000

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                  1,148,498,304

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,597,349,865

　　公共施設等整備費支出                  1,046,680,015

　　基金積立金支出                    536,229,850

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                     14,440,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    445,338,983

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    440,344,513

　　貸付金元金回収収入                      1,750,800

　　資産売却収入                      3,243,670

　　その他の収入                             －

投資活動収支                △1,152,010,882

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    981,485,433

　　地方債等償還支出                    981,485,433

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    966,236,000

　　地方債等発行収入                    966,236,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                   △15,249,433

本年度資金収支額                   △18,762,011

前年度末資金残高                    266,823,856

本年度末資金残高                    248,061,845

前年度末歳計外現金残高                     48,786,534

本年度歳計外現金増減額                        345,383

本年度末歳計外現金残高                     49,131,917

本年度末現金預金残高                    297,193,762

資金収支計算書
自 平成31年４月１日

至 令和２年３月31日


