
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 28,672,525,931 固定負債 11,348,368,439

有形固定資産 26,223,993,425 地方債等 9,561,279,697

事業用資産 13,231,698,876 長期未払金 -

土地 4,340,159,271 退職手当引当金 920,503,000

立木竹 16,665,800 損失補償等引当金 -

建物 22,989,963,950 その他 866,585,742

建物減価償却累計額 △14,696,164,876 流動負債 1,306,095,846

工作物 1,897,241,120 1年内償還予定地方債等 962,326,994

工作物減価償却累計額 △1,509,980,149 未払金 120,079,329

船舶 - 未払費用

船舶減価償却累計額 - 前受金 132,129

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 54,963,263

航空機 - 預り金 15,633,636

航空機減価償却累計額 - その他 152,960,495

その他 - 12,654,464,285

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 193,813,760 固定資産等形成分 29,730,605,225

インフラ資産 12,037,784,286 余剰分（不足分） △10,626,570,899

土地 324,632,745 他団体出資等分 -

建物 3,055,591,273

建物減価償却累計額 △1,409,812,651

工作物 29,032,543,391

工作物減価償却累計額 △18,973,629,597

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 8,459,125

物品 3,886,355,198

物品減価償却累計額 △2,931,844,935

無形固定資産 5,372,542

ソフトウェア 3,340,917

その他 2,031,625

投資その他の資産 2,443,159,964

投資及び出資金 186,235,400

有価証券 -

出資金 186,235,400

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 164,028,629

長期貸付金 22,264,284

基金 2,079,107,780

減債基金 431,573,430

その他 1,647,534,350

その他 -

徴収不能引当金 △8,476,129

流動資産 3,085,972,680

現金預金 1,046,781,625

未収金 84,669,798

短期貸付金 6,412,147

基金 1,051,667,147

財政調整基金 1,051,613,449

減債基金 53,698

棚卸資産 899,576,529

その他 -

徴収不能引当金 △3,134,566
繰延資産 - 19,104,034,326

31,758,498,611 31,758,498,611

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【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



（単位：円）

金額

経常費用 9,990,418,043

業務費用 4,794,521,445

人件費 1,066,425,270

職員給与費 927,426,202

賞与等引当金繰入額 54,963,263

退職手当引当金繰入額 11,632,000

その他 72,403,805

物件費等 3,506,183,979

物件費 1,733,168,070

維持補修費 199,506,076

減価償却費 1,573,509,833

その他 -

その他の業務費用 221,912,196

支払利息 108,631,620

徴収不能引当金繰入額 8,455,306

その他 104,825,270

移転費用 5,195,896,598

補助金等 4,319,203,820

社会保障給付 871,042,489

他会計への繰出金 -

その他 5,650,289

経常収益 1,086,884,383

使用料及び手数料 732,760,686

その他 354,123,697

純経常行政コスト 8,903,533,660

臨時損失 129,662,835

災害復旧事業費 76,164,622

資産除売却損 53,498,213

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 37,382,927

資産売却益 37,264,036

その他 118,891

純行政コスト 8,995,813,568

【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 19,552,747,909 30,411,598,495 △10,858,850,586 -

純行政コスト（△） △8,995,813,568 △8,995,813,568 -

財源 8,546,699,603 8,546,699,603 -

税収等 5,357,745,352 5,357,745,352 -

国県等補助金 3,188,954,251 3,188,954,251 -

本年度差額 △449,113,965 △449,113,965 -

固定資産等の変動（内部変動） △680,783,270 680,783,270

有形固定資産等の増加 845,956,865 △845,956,865

有形固定資産等の減少 △1,675,154,359 1,675,154,359

貸付金・基金等の増加 260,568,745 △260,568,745

貸付金・基金等の減少 △112,154,521 112,154,521

資産評価差額 △210,000 △210,000

無償所管換等 - -

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 611,048 - 611,048

本年度純資産変動額 △448,712,917 △680,993,270 232,280,353 -

本年度末純資産残高 19,104,034,992 29,730,605,225 △10,626,570,233 -

【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 8,380,279,652
業務費用支出 3,184,383,054
人件費支出 1,052,457,551
物件費等支出 1,954,344,951
支払利息支出 108,631,620
その他の支出 68,948,932

移転費用支出 5,195,896,598
補助金等支出 4,319,203,820
社会保障給付支出 871,042,489
他会計への繰出支出 -
その他の支出 5,650,289

業務収入 9,373,900,867
税収等収入 5,303,884,293
国県等補助金収入 3,044,891,244
使用料及び手数料収入 733,304,682
その他の収入 291,820,648

臨時支出 76,164,622
災害復旧事業費支出 76,164,622
その他の支出 -

臨時収入 36,082,063
業務活動収支 953,538,656
【投資活動収支】
投資活動支出 828,321,219
公共施設等整備費支出 736,639,245
基金積立金支出 86,881,974
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 4,800,000
その他の支出 -

投資活動収入 235,531,972
国県等補助金収入 107,256,000
基金取崩収入 32,526,850
貸付金元金回収収入 15,489,443
資産売却収入 48,371,850
その他の収入 31,887,829

投資活動収支 △592,789,247
【財務活動収支】
財務活動支出 1,209,443,276
地方債等償還支出 1,012,784,786
その他の支出 196,658,490

財務活動収入 903,143,495
地方債等発行収入 718,683,000
その他の収入 184,460,495

財務活動収支 △306,299,781
54,449,628
976,698,361
1,031,147,989

前年度末歳計外現金残高 17,621,288
本年度歳計外現金増減額 △1,987,652
本年度末歳計外現金残高 15,633,636
本年度末現金預金残高 1,046,781,625

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


