
*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体名：全体
*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 41,837,987,304 固定負債 18,942,041,169

有形固定資産 39,012,037,642 地方債等 15,796,156,432
事業用資産 24,042,407,134 長期未払金 0

土地 6,550,167,605 退職手当引当金 1,755,262,513
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 5,022,033,500 その他 1,390,622,224
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 1,967,690,359
建物 24,881,862,277 1年内償還予定地方債等 1,692,377,293
建物減価償却累計額 △ 13,947,548,564 未払金 14,926,064
建物減損損失累計額 0 未払費用 0
工作物 2,601,082,758 前受金 0
工作物減価償却累計額 △ 1,222,576,443 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 153,500,338
船舶 1 預り金 16,123,289
船舶減価償却累計額 0 その他 90,763,375
船舶減損損失累計額 0 20,909,731,528
浮標等 0 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 42,772,992,880
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 20,035,116,590
航空機 0
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 157,386,000

インフラ資産 14,379,811,658
土地 132,970,202
土地減損損失累計額 0
建物 881,885,798
建物減価償却累計額 △ 487,086,389
建物減損損失累計額 0
工作物 39,617,078,406
工作物減価償却累計額 △ 26,232,905,025
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 467,868,666

物品 1,661,407,640
物品減価償却累計額 △ 1,071,588,790
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 394,450,970
ソフトウェア 33,624,288
その他 360,826,682

投資その他の資産 2,431,498,692
投資及び出資金 293,655,423

有価証券 22,134,048
出資金 271,521,375
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 340,633,969
長期貸付金 360,960,208
基金 1,442,962,110

減債基金 160,766,353
その他 1,282,195,757

その他 0
徴収不能引当金 △ 6,713,018

流動資産 1,809,620,514
現金預金 642,243,653
未収金 235,543,691
短期貸付金 56,514,900
基金 878,490,676

財政調整基金 878,490,676
減債基金 0

棚卸資産 2,174,269
その他 0
徴収不能引当金 △ 5,346,675

繰延資産 0 22,737,876,290

43,647,607,818 43,647,607,818

※ 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 ： 全体
*団体名：全体
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 13,043,464,239
業務費用 6,169,827,134

人件費 2,509,891,050
職員給与費 1,713,054,386
賞与等引当金繰入額 151,637,338
退職手当引当金繰入額 231,173,185
その他 414,026,141

物件費等 3,453,800,252
物件費 1,795,107,045
維持補修費 57,302,464
減価償却費 1,601,130,077
その他 260,666

その他の業務費用 206,135,832
支払利息 110,491,242
徴収不能引当金繰入額 12,059,693
その他 83,584,897

移転費用 6,873,637,105
補助金等 5,782,921,500
社会保障給付 1,057,272,085
他会計への繰出金 0
その他 33,443,520

経常収益 1,235,858,147
使用料及び手数料 593,941,518
その他 641,916,629

純経常行政コスト △ 11,807,606,092
臨時損失 54,065,846

災害復旧事業費 34,182,440
資産除売却損 19,882,110
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 1,296

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 △ 11,817,487,682

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体名：全体
*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 22,856,211,346 43,369,306,173 △ 20,513,094,827

純行政コスト（△） △ 11,817,487,682 △ 11,817,487,682

財源 11,588,551,851 11,588,551,851

税収等 7,247,754,786 7,247,754,786

国県等補助金 4,340,797,065 4,340,797,065

本年度差額 △ 228,935,831 △ 228,935,831

固定資産等の変動（内部変動） △ 668,059,334 668,059,334

有形固定資産等の増加 914,645,059 △ 914,645,059

有形固定資産等の減少 △ 1,646,538,707 1,646,538,707

貸付金・基金等の増加 542,401,278 △ 542,401,278

貸付金・基金等の減少 △ 478,566,964 478,566,964

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 41,230,534 2,375,800 38,854,734

本年度純資産変動額 △ 118,335,056 △ 596,313,293 477,978,237

本年度末純資産残高 22,737,876,290 42,772,992,880 △ 20,035,116,590

※ 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）



*出力条件
*会計年度 ： R1
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体名：全体
*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 11,329,108,434

業務費用支出 4,455,471,329
人件費支出 2,406,769,779
物件費等支出 1,856,347,553
支払利息支出 110,491,242
その他の支出 81,862,755

移転費用支出 6,873,637,105
補助金等支出 5,782,921,500
社会保障給付支出 1,057,272,085
他会計への繰出支出 0
その他の支出 33,443,520

業務収入 12,400,840,921
税収等収入 7,232,691,904
国県等補助金収入 4,021,427,409
使用料及び手数料収入 506,227,211
その他の収入 640,494,397

臨時支出 52,075,786
災害復旧事業費支出 34,182,440
その他の支出 17,893,346

臨時収入 24,369,100
業務活動収支 1,044,025,801
【投資活動収支】

投資活動支出 1,354,726,651
公共施設等整備費支出 908,399,953
基金積立金支出 368,608,698
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 77,718,000
その他の支出 0

投資活動収入 809,004,606
国県等補助金収入 357,931,556
基金取崩収入 322,368,352
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 21,166,762

投資活動収支 △ 545,722,045
【財務活動収支】

財務活動支出 1,705,687,544
地方債償還支出 1,705,099,160
その他の支出 588,384

財務活動収入 1,202,216,991
地方債発行収入 1,162,042,000
その他の収入 40,174,991

財務活動収支 △ 503,470,553
△ 5,166,797
631,969,954
626,803,157

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 642,243,653

※ 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


