
*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 36,484,344,641 固定負債 15,221,874,487

有形固定資産 34,404,939,488 地方債 13,802,144,018
事業用資産 22,781,704,490 長期未払金 -

土地 6,362,250,261 退職手当引当金 1,416,641,453
立木竹 5,022,033,500 損失補償等引当金 -
建物 23,764,026,866 その他 3,089,016
建物減価償却累計額 △ 13,388,741,333 流動負債 1,702,011,086
工作物 1,872,349,258 1年内償還予定地方債 1,566,743,871
工作物減価償却累計額 △ 1,007,600,063 未払金 0
船舶 1 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 119,160,387
航空機 - 預り金 15,518,444
航空機減価償却累計額 - その他 588,384
その他 - 16,923,885,573
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 157,386,000 固定資産等形成分 37,417,964,459

インフラ資産 11,306,863,094 余剰分（不足分） △ 16,754,654,028
土地 82,430,832
建物 699,677,493
建物減価償却累計額 △ 397,899,481
工作物 34,406,554,926
工作物減価償却累計額 △ 23,717,301,644
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 233,400,968

物品 707,716,948
物品減価償却累計額 △ 391,345,044

無形固定資産 33,624,288
ソフトウェア 33,624,288
その他 -

投資その他の資産 2,045,780,865
投資及び出資金 323,655,423

有価証券 22,134,048
出資金 301,521,375
その他 -

投資損失引当金 0
長期延滞債権 317,889,781
長期貸付金 360,960,208
基金 1,048,249,053

減債基金 160,766,353
その他 887,482,700

その他 -
徴収不能引当金 △ 4,973,600

流動資産 1,102,851,363
現金預金 141,419,599
未収金 31,027,226
短期貸付金 56,514,900
基金 877,104,918

財政調整基金 877,104,918
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 3,215,280 20,663,310,431

37,587,196,004 37,587,196,004

※ 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。

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 8,445,276,869
業務費用 5,155,443,861

人件費 2,048,977,019
職員給与費 1,370,436,837
賞与等引当金繰入額 119,160,387
退職手当引当金繰入額 236,047,628
その他 323,332,167

物件費等 2,960,528,229
物件費 1,510,942,769
維持補修費 30,405,428
減価償却費 1,419,180,032
その他 -

その他の業務費用 145,938,613
支払利息 86,294,081
徴収不能引当金繰入額 8,188,880
その他 51,455,652

移転費用 3,289,833,008
補助金等 1,573,237,699
社会保障給付 1,055,739,695
他会計への繰出金 657,282,814
その他 3,572,800

経常収益 484,572,755
使用料及び手数料 350,089,696
その他 134,483,059

純経常行政コスト △ 7,960,704,114
臨時損失 52,074,492

災害復旧事業費 34,182,440
資産除売却損 17,892,052
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 44,184,256
資産売却益 13,184,256
その他 31,000,000

純行政コスト △ 7,968,594,350

※ 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。

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



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 20,804,492,742 37,954,220,935 △ 17,149,728,193

純行政コスト（△） △ 7,968,594,350 △ 7,968,594,350

財源 7,755,665,998 7,755,665,998

税収等 5,910,874,137 5,910,874,137

国県等補助金 1,844,791,861 1,844,791,861

本年度差額 △ 212,928,352 △ 212,928,352

固定資産等の変動（内部変動） △ 608,002,517 608,002,517

有形固定資産等の増加 740,792,967 △ 740,792,967

有形固定資産等の減少 △ 1,419,180,034 1,419,180,034

貸付金・基金等の増加 510,026,466 △ 510,026,466

貸付金・基金等の減少 △ 439,641,916 439,641,916

資産評価差額 83,932 83,932

無償所管換等 69,286,309 69,286,309

その他 2,375,800 2,375,800 -

本年度純資産変動額 △ 141,182,311 △ 536,256,476 395,074,165

本年度末純資産残高 20,663,310,431 37,417,964,459 △ 16,754,654,028

※ 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。

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）



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 6,909,074,061

業務費用支出 3,619,241,053
人件費支出 1,941,055,440
物件費等支出 1,541,348,197
支払利息支出 86,294,081
その他の支出 50,543,335

移転費用支出 3,289,833,008
補助金等支出 1,573,237,699
社会保障給付支出 1,055,739,695
他会計への繰出支出 657,282,814
その他の支出 3,572,800

業務収入 7,909,382,812
税収等収入 5,898,261,429
国県等補助金収入 1,525,422,205
使用料及び手数料収入 352,205,695
その他の収入 133,493,483

臨時支出 52,074,490
災害復旧事業費支出 34,182,440
その他の支出 17,892,050

臨時収入 24,369,100
業務活動収支 972,603,361
【投資活動収支】

投資活動支出 1,179,702,038
公共施設等整備費支出 740,792,967
基金積立金支出 361,191,071
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 77,718,000
その他の支出 -

投資活動収入 714,206,844
国県等補助金収入 295,000,556
基金取崩収入 311,668,352
貸付金元金回収収入 94,353,680
資産売却収入 13,184,256
その他の収入 -

投資活動収支 △ 465,495,194
【財務活動収支】

財務活動支出 1,586,925,884
地方債償還支出 1,586,337,500
その他の支出 588,384

財務活動収入 1,046,542,000
地方債発行収入 1,046,542,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 540,383,884
△ 33,275,717

159,254,820
125,979,103

前年度末歳計外現金残高 18,273,575
本年度歳計外現金増減額 △ 2,833,079
本年度末歳計外現金残高 15,440,496
本年度末現金預金残高 141,419,599

※ 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

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


