
（単位：円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 98,814,263,631 固定負債 28,418,104,127
有形固定資産 86,823,362,685 地方債等 21,171,805,705
事業用資産 50,337,008,893 長期未払金 -
土地 15,668,464,602 退職手当引当金 4,253,467,267
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 59,892,949,268 その他 2,992,831,155
建物減価償却累計額 △ 26,877,163,023 流動負債 3,896,778,612
工作物 1,909,549,734 １年内償還予定地方債等 2,993,147,661
工作物減価償却累計額 △ 1,052,865,160 未払金 249,557,945
船舶 440,457,431 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 286,038,519 前受金 1,336,970
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 300,044,418
航空機 - 預り金 239,211,807
航空機減価償却累計額 - その他 113,479,811
その他 1,498,349,138 32,314,882,739
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 102,990,365,218

インフラ資産 34,655,839,449 余剰分（不足分） △ 28,196,454,836
土地 4,960,377,088 他団体出資等分 -

建物 540,671,566

建物減価償却累計額 △ 340,675,378

工作物 62,093,521,447

工作物減価償却累計額 △ 36,030,086,635

その他 2,391,158,604

その他減価償却累計額 △ 1,582,165,949

建設仮勘定 2,623,038,706

物品 4,947,249,981

物品減価償却累計額 △ 3,116,735,638

無形固定資産 364,844,281

ソフトウェア 334,542,969

その他 30,301,312

投資その他の資産 11,626,056,665

投資及び出資金 576,144,715

有価証券 413,854,715

出資金 162,290,000

その他 -

投資損失引当金 △ 258,795,458

長期延滞債権 530,775,183

長期貸付金 555,525,457

基金 10,289,294,470

減債基金 -

その他 10,289,294,470

その他 -

徴収不能引当金 △ 66,887,702

流動資産 8,294,529,490

現金預金 3,198,905,463

未収金 910,169,532

短期貸付金 123,769,028

基金 4,052,332,559

財政調整基金 3,779,401,653

減債基金 272,930,906

棚卸資産 38,350,878

その他 548,962

徴収不能引当金 △ 29,546,932

繰延資産 - 74,793,910,382

107,108,793,121 107,108,793,121資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（令和　２年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目



（単位：円）
金　　　額

経常費用 34,975,148,222
業務費用 14,196,072,107
人件費 6,008,493,651
職員給与費 4,777,465,679
賞与等引当金繰入額 300,044,418
退職手当引当金繰入額 210,385,670
その他 720,597,884

物件費等 7,514,612,672
物件費 4,257,125,608
維持補修費 87,557,254
減価償却費 3,164,762,385
その他 5,167,425

その他の業務費用 672,965,784
支払利息 182,636,572
徴収不能引当金繰入額 5,396,881
その他 484,932,331

移転費用 20,779,076,115
補助金等 14,184,831,802
社会保障給付 4,409,607,880
他会計への繰出金 2,139,095,344
その他 45,541,089

経常収益 4,706,712,064
使用料及び手数料 4,262,158,619
その他 444,553,445

純経常行政コスト 30,268,436,158
臨時損失 966,344,406
災害復旧事業費 913,688,329
資産除売却損 16,974,186
損失補償等引当金繰入額 -
その他 35,681,891

臨時利益 3,125,034
資産売却益 2,387,763
その他 737,271

純行政コスト 31,231,655,530

全体行政コスト計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 75,727,844,458 104,700,001,458 △ 28,972,157,000 -
純行政コスト（△） △ 31,231,655,530 △ 31,231,655,530 -
財源 30,264,338,566 30,264,338,566 -
税収等 18,632,021,118 18,632,021,118 -
国県等補助金 11,632,317,448 11,632,317,448 -

本年度差額 △ 967,316,964 △ 967,316,964 -
固定資産の変動（内部変動） △ 1,743,019,128 1,743,019,128
有形固定資産等の増加 3,510,240,201 △ 3,510,240,201
有形固定資産等の減少 △ 3,204,974,372 3,204,974,372
貸付金・基金等の増加 2,325,851,585 △ 2,325,851,585
貸付金・基金等の減少 △ 4,374,136,542 4,374,136,542

資産評価差額 △ 8,147,853 △ 8,147,853
無償所管換等 41,530,741 41,530,741
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 - -
本年度純資産変動額 △ 933,934,076 △ 1,709,636,240 775,702,164 -
本年度末純資産残高 74,793,910,382 102,990,365,218 △ 28,196,454,836 -

全体純資産変動計算書
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 31,692,565,482
業務費用支出 10,913,489,367
人件費支出 5,841,792,010
物件費等支出 4,461,285,668
支払利息支出 182,636,572
その他の支出 427,775,117

移転費用支出 20,779,076,115
補助金等支出 14,184,831,802
社会保障給付支出 4,409,607,880
他会計への繰出支出 2,139,095,344
その他の支出 45,541,089

業務収入 33,669,305,046
税収等収入 18,540,853,584
国県等補助金収入 10,556,858,448
使用料及び手数料収入 4,163,587,794
その他の収入 408,005,220

臨時支出 920,886,356
災害復旧事業費支出 913,688,329
その他の支出 7,198,027

臨時収入 780,976,271
業務活動収支 1,836,829,479
【投資活動収支】
投資活動支出 5,033,403,739
公共施設等整備費支出 3,252,699,053
基金積立金支出 1,082,004,686
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 4,266,779,737
国県等補助金収入 509,394,103
基金取崩収入 2,988,667,815
貸付金元金回収収入 758,241,119
資産売却収入 3,891,700
その他の収入 6,585,000

投資活動収支 △ 766,624,002
【財務活動収支】
財務活動支出 3,920,353,277
地方債等償還支出 3,782,128,537
その他の支出 138,224,740

財務活動収入 3,479,300,000
地方債等発行収入 3,479,300,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 441,053,277
本年度資金収支額 629,152,200
前年度末資金残高 2,347,213,757
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 2,976,365,957

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 3,198,905,463

全体資金収支計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　令和　２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


