
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,636,331,299 固定負債 5,059,900,154

有形固定資産 10,390,929,355 地方債等 4,819,495,520
事業用資産 5,417,701,343 長期未払金 -

土地 1,657,557,013 退職手当引当金 0
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,630,024,375 その他 240,404,634
建物減価償却累計額 △ 5,295,023,783 流動負債 702,126,401
工作物 829,829,655 1年内償還予定地方債等 498,322,958
工作物減価償却累計額 △ 424,756,407 未払金 1,820,300
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 50,151,099
航空機 - 預り金 151,832,044
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 5,762,026,555
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 20,070,490 固定資産等形成分 14,389,653,547

インフラ資産 4,826,271,020 余剰分（不足分） △ 4,897,009,887
土地 2,448,684,484
建物 2,553,815,229
建物減価償却累計額 △ 1,711,530,955
工作物 13,765,964,744
工作物減価償却累計額 △ 12,424,518,261
その他 612,248,558
その他減価償却累計額 △ 455,491,579
建設仮勘定 37,098,800

物品 569,900,491
物品減価償却累計額 △ 422,943,499

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 3,245,401,944
投資及び出資金 1,652,718,245

有価証券 83,643,882
出資金 1,569,074,363
その他 -

投資損失引当金 △ 66,552,067
長期延滞債権 216,417,014
長期貸付金 -
基金 1,456,034,878

減債基金 59,150,501
その他 1,396,884,377

その他 1,023,000
徴収不能引当金 △ 14,239,126

流動資産 1,618,338,916
現金預金 797,305,153
未収金 45,224,005
短期貸付金 0
基金 753,322,248

財政調整基金 753,322,248
減債基金 -

棚卸資産 24,217,704
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,730,194

繰延資産 - 9,492,643,660
15,254,670,215 15,254,670,215

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
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 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用 5,020,445,910
業務費用 2,959,705,418

人件費 705,381,645
職員給与費 470,692,403
賞与等引当金繰入額 49,233,242
退職手当引当金繰入額 -
その他 185,456,000

物件費等 2,125,810,968
物件費 1,441,403,091
維持補修費 245,824,100
減価償却費 438,512,829
その他 70,948

その他の業務費用 128,512,805
支払利息 68,283,084
徴収不能引当金繰入額 4,958,785
その他 55,270,936

移転費用 2,060,740,492
補助金等 1,772,876,844
社会保障給付 284,684,848
他会計への繰出金 0
その他 3,178,800

経常収益 373,044,457
使用料及び手数料 281,648,897
その他 91,395,560

純経常行政コスト 4,647,401,453
臨時損失 3,352,736

災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
投資損失引当金繰入額 3,352,736
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 954,179
資産売却益 954,179
その他 -

純行政コスト 4,649,800,010

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：円）

前年度末純資産残高 9,311,155,458 14,664,154,540 △ 5,352,999,082

純行政コスト（△） △ 4,649,800,010 △ 4,649,800,010

財源 4,831,288,212 4,831,288,212

税収等 2,893,468,832 2,893,468,832

国県等補助金 1,937,819,380 1,937,819,380

本年度差額 181,488,202 181,488,202

固定資産等の変動（内部変動） △ 274,500,993 274,500,993

有形固定資産等の増加 285,150,115 △ 285,150,115

有形固定資産等の減少 △ 442,950,709 442,950,709

貸付金・基金等の増加 133,019,571 △ 133,019,571

貸付金・基金等の減少 △ 249,719,970 249,719,970

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 181,488,202 △ 274,500,993 455,989,195

本年度末純資産残高 9,492,643,660 14,389,653,547 △ 4,897,009,887

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 4,550,482,306

業務費用支出 2,489,741,814
人件費支出 695,839,877
物件費等支出 1,687,868,369
支払利息支出 68,283,084
その他の支出 37,750,484

移転費用支出 2,060,740,492
補助金等支出 1,772,876,844
社会保障給付支出 284,684,848
他会計への繰出支出 0
その他の支出 3,178,800

業務収入 5,107,420,760
税収等収入 2,892,796,995
国県等補助金収入 1,841,518,267
使用料及び手数料収入 281,617,098
その他の収入 91,488,400

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 556,938,454
【投資活動収支】

投資活動支出 384,059,516
公共施設等整備費支出 283,789,116
基金積立金支出 96,409,400
投資及び出資金支出 861,000
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 291,221,395
国県等補助金収入 96,301,113
基金取崩収入 190,738,000
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 1,182,282
その他の収入 -

投資活動収支 △ 92,838,121
【財務活動収支】

財務活動支出 535,328,018
地方債償還支出 535,328,018
その他の支出 -

財務活動収入 125,054,000
地方債発行収入 125,054,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 410,274,018
53,826,315

591,704,564
645,530,879

前年度末歳計外現金残高 151,523,174
本年度歳計外現金増減額 251,100
本年度末歳計外現金残高 151,774,274
本年度末現金預金残高 797,305,153

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


