
【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 46,880,706,009   固定負債 9,562,477,117

    有形固定資産 43,386,161,661     地方債等 8,961,809,368

      事業用資産 13,658,595,222     長期未払金 -

        土地 10,427,438,046     退職手当引当金 -

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 600,667,749

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,464,390,928

        建物 13,018,893,585     １年内償還予定地方債等 890,210,751

        建物減価償却累計額 -9,793,209,260     未払金 277,325,515

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,558,680     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -405,829     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 134,649,624

        船舶 -     預り金 144,831,766

        船舶減価償却累計額 -     その他 17,373,272

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,026,868,045

        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 49,136,714,017

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,850,481,711

        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 -

        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 1,320,000

      インフラ資産 28,968,806,305

        土地 10,567,006,808

        土地減損損失累計額 -

        建物 320,258,683

        建物減価償却累計額 -267,365,073

        建物減損損失累計額 -

        工作物 44,439,814,970

        工作物減価償却累計額 -26,302,154,536

        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 211,245,453

      物品 2,116,395,267

      物品減価償却累計額 -1,357,635,133

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 566,767

      ソフトウェア 335,967

      その他 230,800

    投資その他の資産 3,493,977,581

      投資及び出資金 125,881,288

        有価証券 100,249,188

        出資金 25,632,100

        その他 -

      長期延滞債権 34,638,691

      長期貸付金 -

      基金 3,336,073,516

        減債基金 -

        その他 3,336,073,516

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,615,914

  流動資産 4,432,394,342

    現金預金 2,115,347,179

    未収金 56,107,178

    短期貸付金 -

    基金 2,256,008,008

      財政調整基金 2,108,287,848

      減債基金 147,720,160

    棚卸資産 6,640,875

    その他 141,530

    徴収不能引当金 -1,850,428

  繰延資産 - 純資産合計 40,286,232,306

資産合計 51,313,100,351 負債及び純資産合計 51,313,100,351

全体会計貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 2,137,888

    その他 234,985

純行政コスト 11,959,614,056

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 220,893

  臨時利益 2,372,873

  臨時損失 1,173,745

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 952,852

    使用料及び手数料 799,180,926

    その他 245,548,909

純経常行政コスト 11,960,813,184

      社会保障給付 1,233,918,062

      その他 14,497,800

  経常収益 1,044,729,835

        その他 122,076,181

    移転費用 6,882,080,523

      補助金等 5,633,664,661

      その他の業務費用 238,869,183

        支払利息 114,733,809

        徴収不能引当金繰入額 2,059,193

        維持補修費 350,194,230

        減価償却費 1,262,783,086

        その他 1,201,740

        その他 109,267,665

      物件費等 4,031,534,287

        物件費 2,417,355,231

        職員給与費 1,609,141,737

        賞与等引当金繰入額 134,649,624

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,005,543,019

    業務費用 6,123,462,496

      人件費 1,853,059,026

全体会計行政コスト計算書
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 41,149,143,100 49,825,248,091 -8,676,104,991 -

  純行政コスト（△） -11,959,614,056 -11,959,614,056 -

  財源 11,099,518,183 11,099,518,183 -

    税収等 7,240,822,154 7,240,822,154 -

    国県等補助金 3,858,696,029 3,858,696,029 -

  本年度差額 -860,095,873 -860,095,873 -

  固定資産等の変動（内部変動） -699,371,153 699,371,153

    有形固定資産等の増加 720,023,910 -720,023,910

    有形固定資産等の減少 -1,530,927,412 1,530,927,412

    貸付金・基金等の増加 162,230,060 -162,230,060

    貸付金・基金等の減少 -50,697,711 50,697,711

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 10,849,079 10,849,079

  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 -13,664,000 -12,000 -13,652,000

  本年度純資産変動額 -862,910,794 -688,534,074 -174,376,720 -

本年度末純資産残高 40,286,232,306 49,136,714,017 -8,850,481,711 -

全体会計純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 84,202,426

本年度歳計外現金増減額 60,629,340

本年度末歳計外現金残高 144,831,766

本年度末現金預金残高 2,115,347,179

財務活動収支 261,016,142

本年度資金収支額 -17,038,444

前年度末資金残高 1,987,553,857

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,970,515,413

    地方債等償還支出 887,020,186

    その他の支出 34,563,672

  財務活動収入 1,182,600,000

    地方債等発行収入 1,182,600,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,230,548

    その他の収入 8,300,000

投資活動収支 -852,273,379

【財務活動収支】

  財務活動支出 921,583,858

    その他の支出 -

  投資活動収入 118,364,548

    国県等補助金収入 24,370,000

    基金取崩収入 83,464,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 970,637,927

    公共施設等整備費支出 796,219,005

    基金積立金支出 60,766,922

    投資及び出資金支出 113,652,000

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 100,010

  臨時収入 234,985

業務活動収支 574,218,793

【投資活動収支】

    税収等収入 7,206,742,049

    国県等補助金収入 3,834,326,029

    使用料及び手数料収入 786,726,801

    その他の収入 245,412,722

  臨時支出 100,010

    移転費用支出 6,882,080,523

      補助金等支出 5,633,664,661

      社会保障給付支出 1,233,918,062

      その他の支出 14,497,800

  業務収入 12,073,207,601

    業務費用支出 4,617,043,260

      人件費支出 1,624,439,237

      物件費等支出 2,775,767,221

      支払利息支出 114,733,809

      その他の支出 102,102,993

全体会計資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,499,123,783


