
【様式第1号】
平成31年度

全体貸借対照表
(令和02年03月31日現在)

(単位:百万円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 199,817　固定負債 80,099
　　有形固定資産 174,775　　地方債等 57,319
　　　事業用資産 47,558　　長期未払金 -
　　　　土地 28,451　　退職手当引当金 5,132
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 41,676　　その他 17,649
　　　　建物減価償却累計額 △24,533　流動負債 6,882
　　　　工作物 6,625　　1年内償還予定地方債等 6,074
　　　　工作物減価償却累計額 △4,834　　未払金 373
　　　　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 336
　　　　航空機 -　　預り金 99
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 86,981
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 173　固定資産等形成分 184,882
　　　インフラ資産 122,520　余剰分(不足分) △59,665
　　　　土地 4,603　他団体出資等分 -
　　　　建物 4,308
　　　　建物減価償却累計額 △1,185
　　　　工作物 275,974
　　　　工作物減価償却累計額 △162,898
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 1,717
　　　物品 13,174
　　　物品減価償却累計額 △8,477
　　無形固定資産 3,592
　　　ソフトウェア 137
　　　その他 3,455
　　投資その他の資産 21,450
　　　投資及び出資金 7,636
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 7,636
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 956
　　　長期貸付金 -
　　　基金 12,954
　　　　減債基金 -
　　　　その他 12,954
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △96
　流動資産 12,381
　　現金預金 5,560
　　未収金 544
　　短期貸付金 -
　　基金 6,257
　　　財政調整基金 4,465
　　　減債基金 1,792
　　棚卸資産 1
　　その他 69
　　徴収不能引当金 △50
　繰延資産 - 純資産合計 125,217

資産合計 212,198 負債及び純資産合計 212,198



【様式第2号】
平成31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:百万円)
科目 金額

　経常費用 44,195
　　業務費用 20,271
　　　人件費 5,029
　　　　職員給与費 4,012
　　　　賞与等引当金繰入額 336
　　　　退職手当引当金繰入額 357
　　　　その他 324
　　　物件費等 14,181
　　　　物件費 6,050
　　　　維持補修費 561
　　　　減価償却費 7,560
　　　　その他 11
　　　その他の業務費用 1,060
　　　　支払利息 672
　　　　徴収不能引当金繰入額 92
　　　　その他 296
　　移転費用 23,924
　　　補助金等 17,579
　　　社会保障給付 6,234
　　　その他 111
　経常収益 2,671
　　使用料及び手数料 2,155
　　その他 516
純経常行政コスト 41,524
　臨時損失 21
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 21
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 183
　　資産売却益 -
　　その他 183
純行政コスト 41,361



【様式第3号】
平成31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:百万円)

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 126,758 194,187 △67,429 -
　純行政コスト(△) △41,361 △41,361 -
　財源 40,155 40,155 -
　　税収等 25,782 25,782 -
　　国県等補助金 14,373 14,373 -
　本年度差額 △1,207 △1,207 -
　固定資産等の変動（内部変動） △8,834 8,834
　　有形固定資産等の増加 2,848 △2,848
　　有形固定資産等の減少 △11,683 11,683
　　貸付金・基金等の増加 - -
　　貸付金・基金等の減少 - -
　資産評価差額 △165 △165
　無償所管換等 △307 △307
　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 136 - 136
　本年度純資産変動額 △1,542 △9,305 7,764 -
本年度末純資産残高 125,217 184,882 △59,665 -



【様式第4号】
平成31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:百万円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 37,291
　　業務費用支出 13,029
　　　人件費支出 4,632
　　　物件費等支出 6,783
　　　支払利息支出 692
　　　その他の支出 921
　　移転費用支出 24,263
　　　補助金等支出 17,873
　　　社会保障給付支出 6,234
　　　その他の支出 156
　業務収入 43,122
　　税収等収入 25,996
　　国県等補助金収入 13,750
　　使用料及び手数料収入 2,293
　　その他の収入 1,083
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 187
業務活動収支 6,018
【投資活動収支】
　投資活動支出 3,485
　　公共施設等整備費支出 2,678
　　基金積立金支出 801
　　投資及び出資金支出 5
　　貸付金支出 -
　　その他の支出 -
　投資活動収入 946
　　国県等補助金収入 404
　　基金取崩収入 458
　　貸付金元金回収収入 -
　　資産売却収入 45
　　その他の収入 39
投資活動収支 △2,539
【財務活動収支】
　財務活動支出 6,108
　　地方債等償還支出 6,108
　　その他の支出 -
　財務活動収入 3,620
　　地方債等発行収入 3,512
　　その他の収入 108
財務活動収支 △2,488
本年度資金収支額 991
前年度末資金残高 4,471
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 5,462

前年度末歳計外現金残高 82
本年度歳計外現金増減額 16
本年度末歳計外現金残高 98
本年度末現金預金残高 5,560
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