
【様式第1号】
令和元年度

全体貸借対照表
(令和02年03月31日現在)

(単位:円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 97,616,031,265　固定負債 55,016,604,315
　　有形固定資産 90,157,117,289　　地方債等 36,210,803,535
　　　事業用資産 28,293,795,286　　長期未払金 -
　　　　土地 10,748,795,262　　退職手当引当金 2,969,090,000
　　　　立木竹 17,342,550　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 35,529,111,643　　その他 15,836,710,780
　　　　建物減価償却累計額 △21,112,380,046　流動負債 4,817,261,945
　　　　工作物 4,080,575,771　　1年内償還予定地方債等 4,092,017,154
　　　　工作物減価償却累計額 △1,723,135,094　　未払金 105,652,569
　　　　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 268,018,568
　　　　航空機 -　　預り金 351,573,654
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 59,833,866,260
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 753,485,200　固定資産等形成分 100,894,468,737
　　　インフラ資産 58,698,588,946　余剰分(不足分) △53,081,398,912
　　　　土地 10,768,587,207　他団体出資等分 -
　　　　建物 4,205,721,794
　　　　建物減価償却累計額 △1,536,098,509
　　　　工作物 77,630,849,317
　　　　工作物減価償却累計額 △32,644,607,171
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 274,136,308
　　　物品 8,795,034,257
　　　物品減価償却累計額 △5,630,301,200
　　無形固定資産 176,316,414
　　　ソフトウェア 1,283,040
　　　その他 175,033,374
　　投資その他の資産 7,282,597,562
　　　投資及び出資金 473,737,479
　　　　有価証券 31,100,479
　　　　出資金 442,637,000
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 553,364,492
　　　長期貸付金 95,380,257
　　　基金 6,227,382,737
　　　　減債基金 -
　　　　その他 6,227,382,737
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △67,267,403
　流動資産 10,030,904,820
　　現金預金 5,172,292,612
　　未収金 1,586,409,755
　　短期貸付金 29,800,000
　　基金 3,248,637,472
　　　財政調整基金 2,647,322,472
　　　減債基金 601,315,000
　　棚卸資産 784,390
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △7,019,409
　繰延資産 - 純資産合計 47,813,069,825

資産合計 107,646,936,085 負債及び純資産合計 107,646,936,085



【様式第2号】
令和元年度

全体行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:円)
科目 金額

　経常費用 28,192,431,291
　　業務費用 13,459,993,466
　　　人件費 3,386,597,697
　　　　職員給与費 2,617,905,609
　　　　賞与等引当金繰入額 268,018,568
　　　　退職手当引当金繰入額 256,927,517
　　　　その他 243,746,003
　　　物件費等 9,383,222,948
　　　　物件費 5,123,469,184
　　　　維持補修費 979,010,733
　　　　減価償却費 3,280,372,331
　　　　その他 370,700
　　　その他の業務費用 690,172,821
　　　　支払利息 388,382,611
　　　　徴収不能引当金繰入額 72,744,136
　　　　その他 229,046,074
　　移転費用 14,732,437,825
　　　補助金等 12,117,123,848
　　　社会保障給付 2,596,341,033
　　　その他 18,972,944
　経常収益 2,617,317,119
　　使用料及び手数料 1,793,452,170
　　その他 823,864,949
純経常行政コスト 25,575,114,172
　臨時損失 328,760,033
　　災害復旧事業費 308,687,417
　　資産除売却損 16,847,494
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 3,225,122
　臨時利益 8,478,361
　　資産売却益 8,478,361
　　その他 -
純行政コスト 25,895,395,844



【様式第3号】
令和元年度

全体純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:円)

科目 合計 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 46,411,494,189 102,741,700,573 △56,330,206,384 -
　純行政コスト(△) △25,895,395,844 △25,895,395,844 -
　財源 27,164,629,245 27,164,629,245 -
　　税収等 17,334,010,711 17,334,010,711 -
　　国県等補助金 9,830,618,534 9,830,618,534 -
　本年度差額 1,269,233,401 1,269,233,401 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,979,574,071 1,979,574,071
　　有形固定資産等の増加 1,050,832,496 △1,050,832,496
　　有形固定資産等の減少 △1,642,233,623 1,642,233,623
　　貸付金・基金等の増加 1,395,228,620 △1,396,674,736
　　貸付金・基金等の減少 △2,783,401,564 2,784,847,680
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 132,342,235 132,342,235
　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 1,401,575,636 △1,847,231,836 3,248,807,472 -
本年度末純資産残高 47,813,069,825 100,894,468,737 △53,081,398,912 -



【様式第4号】
令和元年度

全体資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 24,894,286,943
　　業務費用支出 10,161,849,118
　　　人件費支出 3,322,544,334
　　　物件費等支出 6,279,347,601
　　　支払利息支出 388,382,611
　　　その他の支出 171,574,572
　　移転費用支出 14,732,437,825
　　　補助金等支出 12,117,123,848
　　　社会保障給付支出 2,596,341,033
　　　その他の支出 18,968,503
　業務収入 27,904,233,623
　　税収等収入 17,125,604,790
　　国県等補助金収入 8,328,060,279
　　使用料及び手数料収入 1,665,079,389
　　その他の収入 785,489,165
　臨時支出 308,687,417
　　災害復旧事業費支出 308,687,417
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 2,701,259,263
【投資活動収支】
　投資活動支出 3,765,794,540
　　公共施設等整備費支出 2,724,991,297
　　基金積立金支出 757,203,243
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 283,600,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,324,999,745
　　国県等補助金収入 305,772,000
　　基金取崩収入 2,111,063,179
　　貸付金元金回収収入 270,108,853
　　資産売却収入 8,545,000
　　その他の収入 △370,489,287
投資活動収支 △1,440,794,795
【財務活動収支】
　財務活動支出 3,970,413,924
　　地方債等償還支出 3,970,413,924
　　その他の支出 -
　財務活動収入 3,508,508,000
　　地方債等発行収入 3,070,344,000
　　その他の収入 438,164,000
財務活動収支 △461,905,924
本年度資金収支額 798,558,544
前年度末資金残高 4,081,693,524
本年度末資金残高 4,880,252,068

前年度末歳計外現金残高 121,745,558
本年度歳計外現金増減額 170,294,986
本年度末歳計外現金残高 292,040,544
本年度末現金預金残高 5,172,292,612


