
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 76,458,695,244 固定負債 20,657,496,429
有形固定資産 64,017,912,417 地方債 16,193,128,833
事業用資産 38,427,776,913 長期未払金 -
土地 15,650,605,459 退職手当引当金 4,011,298,662
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 45,389,905,440 その他 453,068,934
建物減価償却累計額 △ 24,056,453,824 流動負債 2,835,451,790
工作物 1,717,048,088 １年内償還予定地方債 2,391,167,147
工作物減価償却累計額 △ 916,792,413 未払金 -
船舶 24,012,599 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 22,202,996 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 221,745,137
航空機 - 預り金 222,539,506
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 1,498,349,138 23,492,948,219
その他減価償却累計額 △ 1,023,563,898 【純資産の部】
建設仮勘定 166,869,320 固定資産等形成分 78,825,890,448

インフラ資産 24,068,191,143 余剰分（不足分） △ 21,765,482,539

土地 4,514,896,169

建物 178,260,840

建物減価償却累計額 △ 103,358,670

工作物 44,532,422,382

工作物減価償却累計額 △ 27,425,137,121

その他 249,725,850

その他減価償却累計額 △ 132,176,286

建設仮勘定 2,253,557,979

物品 3,111,233,223

物品減価償却累計額 △ 1,589,288,862

無形固定資産 300,108,169

ソフトウェア 300,108,169

その他 -

投資その他の資産 12,140,674,658

投資及び出資金 4,723,341,807

有価証券 413,854,715

出資金 4,309,487,092

その他 -

投資損失引当金 △ 3,668,874,432

長期延滞債権 253,759,717

長期貸付金 555,525,457

基金 10,288,922,190

減債基金 -

その他 10,288,922,190

その他 -

徴収不能引当金 △ 12,000,081

流動資産 4,094,660,884

現金預金 1,570,512,089

未収金 163,875,986

短期貸付金 130,269,028

基金 2,236,926,176

財政調整基金 1,963,995,270

減債基金 272,930,906

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 6,922,395 57,060,407,909

80,553,356,128 80,553,356,128資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

一般会計等貸借対照表
（令和　２年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

経常費用 20,099,105,993
業務費用 9,224,324,193
人件費 3,984,945,924
職員給与費 3,088,247,330
賞与等引当金繰入額 221,745,137
退職手当引当金繰入額 209,605,963
その他 465,347,494

物件費等 4,852,181,681
物件費 2,558,520,722
維持補修費 14,530,360
減価償却費 2,274,983,599
その他 4,147,000

その他の業務費用 387,196,588
支払利息 102,476,572
徴収不能引当金繰入額 -
その他 284,720,016

移転費用 10,874,781,800
補助金等 2,273,325,967
社会保障給付 4,403,486,255
他会計への繰出金 4,158,112,989
その他 39,856,589

経常収益 716,803,274
使用料及び手数料 436,339,561
その他 280,463,713

純経常行政コスト 19,382,302,719
臨時損失 936,836,583
災害復旧事業費 913,688,329
資産除売却損 16,398,254
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 6,750,000

臨時利益 1,726,133
資産売却益 1,726,133
その他 -

純行政コスト 20,317,413,169

一般会計等行政コスト計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　令和　２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 57,787,416,354 80,203,277,940 △ 22,415,861,586
純行政コスト（△） △ 20,317,413,169 △ 20,317,413,169
財源 19,556,709,260 19,556,709,260
税収等 14,515,255,988 14,515,255,988
国県等補助金 5,041,453,272 5,041,453,272

本年度差額 △ 760,703,909 △ 760,703,909
固定資産の変動（内部変動） △ 1,411,082,956 1,411,082,956
有形固定資産等の増加 2,785,614,645 △ 2,785,614,645
有形固定資産等の減少 △ 2,292,884,720 2,292,884,720
貸付金・基金等の増加 1,930,868,302 △ 1,930,868,302
貸付金・基金等の減少 △ 3,834,681,183 3,834,681,183

資産評価差額 △ 8,147,853 △ 8,147,853
無償所管換等 41,843,317 41,843,317
内部取引 - -
その他 - -
本年度純資産変動額 △ 727,008,445 △ 1,377,387,492 650,379,047
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 57,060,407,909 78,825,890,448 △ 21,765,482,539

一般会計等純資産変動計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　令和　２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 17,597,993,783
業務費用支出 6,723,211,983
人件費支出 3,767,485,853
物件費等支出 2,577,198,082
支払利息支出 102,476,572
その他の支出 276,051,476

移転費用支出 10,874,781,800
補助金等支出 2,273,325,967
社会保障給付支出 4,403,486,255
他会計への繰出支出 4,158,112,989
その他の支出 39,856,589

業務収入 19,151,611,418
税収等収入 14,496,313,354
国県等補助金収入 3,965,994,272
使用料及び手数料収入 427,570,161
その他の収入 261,733,631

臨時支出 913,688,329
災害復旧事業費支出 913,688,329
その他の支出 -

臨時収入 780,239,000
業務活動収支 1,420,168,306
【投資活動収支】
投資活動支出 4,238,575,520
公共施設等整備費支出 2,570,886,548
基金積立金支出 968,988,972
投資及び出資金支出 300,000
貸付金支出 698,400,000
その他の支出 -

投資活動収入 3,841,554,934
国県等補助金収入 295,220,000
基金取崩収入 2,778,364,815
貸付金元金回収収入 764,741,119
資産売却収入 3,229,000
その他の収入 -

投資活動収支 △ 397,020,586
【財務活動収支】
財務活動支出 3,087,248,150
地方債償還支出 2,955,150,722
その他の支出 132,097,428

財務活動収入 2,730,300,000
地方債発行収入 2,730,300,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 356,948,150
本年度資金収支額 666,199,570
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 681,773,013
本年度末資金残高 1,347,972,583

前年度末歳計外現金残高 223,230,781
本年度歳計外現金増減額 △ 691,275
本年度末歳計外現金残高 222,539,506
本年度末現金預金残高 1,570,512,089

一般会計等資金収支計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　令和　２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


