
（単位：円）

金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 44,717,717,787 固定負債 16,431,539,684

有形固定資産 39,285,875,546 地方債等 14,910,039,120

事業用資産 10,726,816,973 長期未払金 -

土地 5,236,111,105 退職手当引当金 1,143,613,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 13,455,971,068 その他 377,887,564

建物減価償却累計額 △8,645,224,212 流動負債 1,654,185,967

工作物 1,772,586,936 1年内償還予定地方債等 1,393,323,997

工作物減価償却累計額 △1,101,311,124 未払金 36,107,318

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 76,608,487

航空機 - 預り金 148,146,165

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 18,085,725,651

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 8,683,200 固定資産等形成分 46,353,197,345

インフラ資産 28,269,071,754 余剰分（不足分） △16,351,583,416

土地 358,675,812 他団体出資等分 -

建物 3,379,540,859

建物減価償却累計額 △1,603,995,886

工作物 89,979,605,565

工作物減価償却累計額 △63,892,247,325

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 47,492,729

物品 3,192,573,917

物品減価償却累計額 △2,902,587,098

無形固定資産 960,907

ソフトウェア 960,907

その他 -

投資その他の資産 5,430,881,334

投資及び出資金 290,017,296

有価証券 -

出資金 290,017,296

その他 -

長期延滞債権 86,342,578

長期貸付金 -

基金 5,058,407,071

減債基金 483,647,376

その他 4,574,759,695

その他 -

徴収不能引当金 △3,885,611

流動資産 3,369,621,793

現金預金 1,687,451,562

未収金 43,318,923

短期貸付金 -

基金 1,635,479,558

財政調整基金 1,635,479,558

減債基金 -

棚卸資産 4,858,090

その他 -

徴収不能引当金 △1,486,340

繰延資産 - 30,001,613,929

48,087,339,580 48,087,339,580

【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和２年３月31日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 12,089,025,390

業務費用 6,527,025,970

人件費 1,058,014,070

職員給与費 915,552,218

賞与等引当金繰入額 76,608,487

退職手当引当金繰入額 -

その他 65,853,365

物件費等 5,226,135,563

物件費 2,974,899,954

維持補修費 5,698,813

減価償却費 2,245,536,796

その他 -

その他の業務費用 242,876,337

支払利息 174,380,284

徴収不能引当金繰入額 1,048,990

その他 67,447,063

移転費用 5,561,999,420

補助金等 4,713,527,207

社会保障給付 778,258,316

その他 70,213,897

経常収益 712,927,798

使用料及び手数料 411,811,402

その他 301,116,396

純経常行政コスト 11,376,097,592

臨時損失 221,646,534

災害復旧事業費 221,148,901

資産除売却損 497,633

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト 11,597,744,126

【様式第２号】

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）

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 30,849,802,322 47,742,205,506 △16,892,403,184 -

純行政コスト（△） △11,597,744,126 △11,597,744,126 -

財源 10,765,871,836 10,765,871,836 -

税収等 7,057,699,525 7,057,699,525 -

国県等補助金 3,708,172,311 3,708,172,311 -

本年度差額 △831,872,290 △831,872,290 -

固定資産等の変動（内部変動） △1,372,692,058 1,372,692,058

有形固定資産等の増加 819,680,885 △819,680,885

有形固定資産等の減少 △2,250,570,429 2,250,570,429

貸付金・基金等の増加 89,529,777 △89,529,777

貸付金・基金等の減少 △31,332,291 31,332,291

資産評価差額 △475,200 △475,200

無償所管換等 △15,840,903 △15,840,903

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 △848,188,393 △1,389,008,161 540,819,768 -

本年度末純資産残高 30,001,613,929 46,353,197,345 △16,351,583,416 -

【様式第３号】

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 合計



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 9,847,765,397
業務費用支出 4,285,765,977
人件費支出 1,058,352,885
物件費等支出 2,985,591,976
支払利息支出 174,380,284
その他の支出 67,440,832

移転費用支出 5,561,999,420
補助金等支出 4,713,527,207
社会保障給付支出 778,258,316
その他の支出 70,213,897

業務収入 11,030,525,344
税収等収入 7,048,837,019
国県等補助金収入 3,322,303,968
使用料及び手数料収入 411,120,259
その他の収入 248,264,098

臨時支出 221,148,901
災害復旧事業費支出 221,148,901
その他の支出 -

臨時収入 161,389,083
業務活動収支 1,123,000,129
【投資活動収支】
投資活動支出 891,862,646
公共施設等整備費支出 822,894,145
基金積立金支出 68,968,501
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 256,244,038
国県等補助金収入 224,479,260
基金取崩収入 1,600,086
貸付金元金回収収入 1,889,621
資産売却収入 -
その他の収入 28,275,071

投資活動収支 △635,618,608
【財務活動収支】
財務活動支出 1,446,628,871
地方債等償還支出 1,446,628,871
その他の支出 -

財務活動収入 1,091,493,000
地方債等発行収入 1,091,493,000
その他の収入 -

財務活動収支 △355,135,871
132,245,650
1,407,059,747
1,539,305,397

前年度末歳計外現金残高 40,375,384
本年度歳計外現金増減額 107,770,781
本年度末歳計外現金残高 148,146,165
本年度末現金預金残高 1,687,451,562

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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 金額


