
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 229,019,927,807   固定負債 67,220,940,332

    有形固定資産 218,993,221,162     地方債等 29,258,929,438

      事業用資産 88,539,273,303     長期未払金 124,943,984

        土地 48,641,144,664     退職手当引当金 6,561,813,146

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 1,512,753,000

        立木竹 26,185,680     その他 29,762,500,764

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,751,812,135

        建物 98,177,205,246     １年内償還予定地方債等 4,825,103,306

        建物減価償却累計額 -60,789,001,103     未払金 1,939,337,877

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,769,331,391     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,713,282,024     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 802,160,635

        船舶 -     預り金 1,185,210,317

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 75,972,752,467

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 233,161,025,409

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -62,734,227,382

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 1,008,383,400

        その他減価償却累計額 -712,483,490

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 131,789,539

      インフラ資産 125,557,777,554

        土地 38,112,702,198

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,440,134,220

        建物減価償却累計額 -1,085,465,090

        建物減損損失累計額 -

        工作物 125,750,728,791

        工作物減価償却累計額 -58,356,377,357

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 14,696,054,792

      物品 15,755,109,561

      物品減価償却累計額 -10,858,939,256

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,864,190,145

      ソフトウェア 99,442,000

      その他 2,764,748,145

    投資その他の資産 7,162,516,500

      投資及び出資金 384,002,770

        有価証券 -

        出資金 384,002,770

        その他 -

      長期延滞債権 394,423,440

      長期貸付金 98,940,000

      基金 6,343,620,271

        減債基金 39,763,932

        その他 6,303,856,339

      その他 -

      徴収不能引当金 -58,469,981

  流動資産 17,379,622,687

    現金預金 10,141,589,583

    未収金 3,083,783,737

    短期貸付金 -

    基金 4,141,097,602

      財政調整基金 4,141,097,602

      減債基金 -

    棚卸資産 86,934,246

    その他 12,454,000

    徴収不能引当金 -86,236,481

  繰延資産 - 純資産合計 170,426,798,027

資産合計 246,399,550,494 負債及び純資産合計 246,399,550,494

貸借対照表（全体会計）
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 33,602,358

    その他 959,557,518

純行政コスト 48,372,382,337

    損失補償等引当金繰入額 195,024,000

    その他 40,499,622

  臨時利益 993,159,876

  臨時損失 236,220,574

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 696,952

    使用料及び手数料 17,908,002,064

    その他 1,656,724,912

純経常行政コスト 49,129,321,639

      社会保障給付 27,577,561,615

      その他 591,984,912

  経常収益 19,564,726,976

        その他 1,161,907,024

    移転費用 32,769,027,248

      補助金等 4,599,480,721

      その他の業務費用 1,818,280,858

        支払利息 605,384,059

        徴収不能引当金繰入額 50,989,775

        維持補修費 1,030,328,313

        減価償却費 6,511,746,492

        その他 747,974

        その他 2,381,262,196

      物件費等 20,941,630,291

        物件費 13,398,807,512

        職員給与費 9,640,731,774

        賞与等引当金繰入額 794,448,967

        退職手当引当金繰入額 348,667,281

  経常費用 68,694,048,615

    業務費用 35,925,021,367

      人件費 13,165,110,218

行政コスト計算書（全体会計）
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 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 165,029,430,094 235,200,529,749 -70,171,099,655 -

  純行政コスト（△） -48,372,382,337 -48,372,382,337 -

  財源 53,756,434,845 53,756,434,845 -

    税収等 35,992,573,789 35,992,573,789 -

    国県等補助金 17,763,861,056 17,763,861,056 -

  本年度差額 5,384,052,508 5,384,052,508 -

  固定資産等の変動（内部変動） -777,251,053 777,251,053

    有形固定資産等の増加 5,378,988,179 -5,378,988,179

    有形固定資産等の減少 -7,280,905,701 7,280,905,701

    貸付金・基金等の増加 1,969,831,919 -1,969,831,919

    貸付金・基金等の減少 -845,165,450 845,165,450

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 18,597,713 18,597,713

  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 -5,282,288 -1,280,851,000 1,275,568,712

  本年度純資産変動額 5,397,367,933 -2,039,504,340 7,436,872,273 -

本年度末純資産残高 170,426,798,027 233,161,025,409 -62,734,227,382 -

純資産変動計算書（全体会計）
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,211,687,113

本年度歳計外現金増減額 -29,669,672

本年度末歳計外現金残高 1,182,017,441

本年度末現金預金残高 10,141,589,583

財務活動収支 -4,106,086,628

本年度資金収支額 290,285,687

前年度末資金残高 8,669,286,455

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 8,959,572,142

    地方債等償還支出 5,124,995,543

    その他の支出 209,791,085

  財務活動収入 1,228,700,000

    地方債等発行収入 1,228,700,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 85,390,976

    その他の収入 413,433,840

投資活動収支 -3,934,795,725

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,334,786,628

    その他の支出 899,664,040

  投資活動収入 2,894,061,634

    国県等補助金収入 1,125,011,893

    基金取崩収入 1,037,764,925

    貸付金元金回収収入 232,460,000

  投資活動支出 6,828,857,359

    公共施設等整備費支出 5,350,169,492

    基金積立金支出 349,233,827

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 229,790,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 40,499,622

  臨時収入 -

業務活動収支 8,331,168,040

【投資活動収支】

    税収等収入 34,512,111,563

    国県等補助金収入 16,697,637,594

    使用料及び手数料収入 17,503,842,746

    その他の収入 1,658,782,827

  臨時支出 40,499,622

    移転費用支出 32,769,027,248

      補助金等支出 4,599,480,721

      社会保障給付支出 27,577,561,615

      その他の支出 591,984,912

  業務収入 70,372,374,730

    業務費用支出 29,231,679,820

      人件費支出 13,194,222,798

      物件費等支出 14,334,516,429

      支払利息支出 605,384,059

      その他の支出 1,097,556,534

資金収支計算書（全体会計）
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 62,000,707,068


