
【様式第1号】
令和02年度

全体貸借対照表
(令和03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 97,065,895,628　固定負債 52,935,076,228
　　有形固定資産 89,630,529,884　　地方債等 34,405,933,201
　　　事業用資産 29,319,439,509　　長期未払金 -
　　　　土地 10,721,845,568　　退職手当引当金 3,178,348,000
　　　　立木竹 17,342,550　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 37,463,169,046　　その他 15,350,795,027
　　　　建物減価償却累計額 △21,555,694,845　流動負債 4,814,022,170
　　　　工作物 4,458,750,409　　1年内償還予定地方債等 4,160,643,665
　　　　工作物減価償却累計額 △1,882,070,759　　未払金 116,443,338
　　　　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 282,884,818
　　　　航空機 -　　預り金 254,050,349
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 57,749,098,398
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 96,097,540　固定資産等形成分 99,962,239,100
　　　インフラ資産 57,193,272,146　余剰分(不足分) △51,857,054,359
　　　　土地 10,854,008,828　他団体出資等分 -
　　　　建物 4,152,391,191
　　　　建物減価償却累計額 △1,588,953,391
　　　　工作物 77,950,946,386
　　　　工作物減価償却累計額 △34,464,979,553
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 289,858,685
　　　物品 9,164,302,509
　　　物品減価償却累計額 △6,046,484,280
　　無形固定資産 171,789,139
　　　ソフトウェア 855,360
　　　その他 170,933,779
　　投資その他の資産 7,263,576,605
　　　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 496,407,395
　　　長期貸付金 47,800,000
　　　基金 6,298,754,627
　　　　減債基金 -
　　　　その他 6,298,754,627
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △53,122,896
　流動資産 8,788,387,511
　　現金預金 5,059,388,308
　　未収金 839,236,945
　　短期貸付金 72,200,000
　　基金 2,824,143,472
　　　財政調整基金 2,319,128,472
　　　減債基金 505,015,000
　　棚卸資産 560,460
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △7,141,674
　繰延資産 - 純資産合計 48,105,184,741

資産合計 105,854,283,139 負債及び純資産合計 105,854,283,139



【様式第2号】
令和02年度

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

(単位:円)
科目 金額

　経常費用 33,848,155,622
　　業務費用 14,327,263,155
　　　人件費 4,579,538,595
　　　　職員給与費 2,925,654,550
　　　　賞与等引当金繰入額 282,884,818
　　　　退職手当引当金繰入額 511,088,360
　　　　その他 859,910,867
　　　物件費等 9,085,840,748
　　　　物件費 4,874,306,818
　　　　維持補修費 799,754,887
　　　　減価償却費 3,411,455,543
　　　　その他 323,500
　　　その他の業務費用 661,883,812
　　　　支払利息 340,387,947
　　　　徴収不能引当金繰入額 55,851,183
　　　　その他 265,644,682
　　移転費用 19,520,892,467
　　　補助金等 16,883,221,443
　　　社会保障給付 2,585,776,467
　　　その他 51,894,557
　経常収益 2,486,298,186
　　使用料及び手数料 1,861,783,313
　　その他 624,514,873
純経常行政コスト 31,361,857,436
　臨時損失 1,406,133,593
　　災害復旧事業費 1,347,287,127
　　資産除売却損 54,691,158
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 4,155,308
　臨時利益 11,735,000
　　資産売却益 11,735,000
　　その他 -
純行政コスト 32,756,256,029



【様式第3号】
令和02年度

全体純資産変動計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03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 47,813,069,825 100,894,468,737 △53,081,398,912 -
　純行政コスト(△) △32,756,256,029 △32,756,256,029 -
　財源 32,422,393,487 32,422,393,487 -
　　税収等 17,019,274,033 17,019,274,033 -
　　国県等補助金 15,403,119,454 15,403,119,454 -
　本年度差額 △333,862,542 △333,862,542 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,550,852,480 1,550,852,480
　　有形固定資産等の増加 708,797,812 △708,797,812
　　有形固定資産等の減少 △1,857,522,135 1,857,522,135
　　貸付金・基金等の増加 195,446,569 △195,446,569
　　貸付金・基金等の減少 △597,574,726 597,574,726
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 618,622,843 618,622,843
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 - - - -
　その他 7,354,615 - 7,354,615
　本年度純資産変動額 292,114,916 △932,229,637 1,224,344,553 -
本年度末純資産残高 48,105,184,741 99,962,239,100 △51,857,054,359 -



【様式第4号】
令和02年度

全体資金収支計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 30,100,972,889
　　業務費用支出 10,580,080,422
　　　人件費支出 4,355,414,345
　　　物件費等支出 5,678,362,345
　　　支払利息支出 340,387,947
　　　その他の支出 205,915,785
　　移転費用支出 19,520,892,467
　　　補助金等支出 16,883,221,443
　　　社会保障給付支出 2,585,776,467
　　　その他の支出 50,873,391
　業務収入 34,394,357,924
　　税収等収入 16,806,288,544
　　国県等補助金収入 14,899,606,440
　　使用料及び手数料収入 2,036,872,366
　　その他の収入 651,590,574
　臨時支出 1,347,287,127
　　災害復旧事業費支出 1,347,287,127
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 2,946,097,908
【投資活動収支】
　投資活動支出 3,642,992,776
　　公共施設等整備費支出 2,341,612,994
　　基金積立金支出 1,025,179,782
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 276,200,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,476,996,689
　　国県等補助金収入 744,282,472
　　基金取崩収入 1,379,315,092
　　貸付金元金回収収入 274,574,395
　　資産売却収入 11,735,000
　　その他の収入 67,089,730
投資活動収支 △1,165,996,087
【財務活動収支】
　財務活動支出 4,093,853,823
　　地方債等償還支出 4,093,853,823
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,357,610,000
　　地方債等発行収入 2,357,610,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △1,736,243,823
本年度資金収支額 43,857,998
前年度末資金残高 4,880,252,068
本年度末資金残高 4,924,110,066

前年度末歳計外現金残高 292,040,544
本年度歳計外現金増減額 △156,762,302
本年度末歳計外現金残高 135,278,242
本年度末現金預金残高 5,059,388,308


