
*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*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 29,529,337,553 固定負債 7,239,445,555

有形固定資産 27,884,817,864 地方債等 6,831,646,091
事業用資産 5,192,827,592 長期未払金 30,700,000

土地 879,640,954 退職手当引当金 289,339,000
立木竹 178,011,534 損失補償等引当金 -
建物 12,367,510,270 その他 87,760,464
建物減価償却累計額 △ 8,600,645,509 流動負債 1,065,199,367
工作物 87,221,000 1年内償還予定地方債等 911,373,235
工作物減価償却累計額 △ 2,154,657 未払金 17,050,800
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 100,727,486
航空機 - 預り金 32,584,934
航空機減価償却累計額 - その他 3,462,912
その他 - 8,304,644,922
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 283,244,000 固定資産等形成分 30,092,682,790

インフラ資産 21,850,601,997 余剰分（不足分） △ 8,012,431,488
土地 21,981,133
建物 506,947,850
建物減価償却累計額 △ 298,959,907
工作物 68,395,454,714
工作物減価償却累計額 △ 46,774,821,793
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 0

物品 1,503,412,106
物品減価償却累計額 △ 662,023,831

無形固定資産 11,648,232
ソフトウェア 11,648,232
その他 -

投資その他の資産 1,632,871,457
投資及び出資金 148,937,001

有価証券 45,030,001
出資金 103,907,000
その他 -

投資損失引当金 △ 22,112,452
長期延滞債権 85,941,984
長期貸付金 140,992,013
基金 1,284,653,587

減債基金 385,049,667
その他 899,603,920

その他 -
徴収不能引当金 △ 5,540,676

流動資産 855,558,671
現金預金 282,077,004
未収金 10,840,852
短期貸付金 16,580,000
基金 546,765,237

財政調整基金 546,765,237
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 704,422

繰延資産 - 22,080,251,302
30,384,896,224 30,384,896,224

※ 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 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*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 6,915,657,139
業務費用 4,803,209,720

人件費 1,417,082,606
職員給与費 1,243,830,343
賞与等引当金繰入額 100,727,486
退職手当引当金繰入額 -
その他 72,524,777

物件費等 3,290,938,248
物件費 1,481,269,512
維持補修費 146,448,219
減価償却費 1,663,220,517
その他 -

その他の業務費用 95,188,866
支払利息 66,892,206
徴収不能引当金繰入額 2,453,851
その他 25,842,809

移転費用 2,112,447,419
補助金等 1,740,268,667
社会保障給付 358,906,352
他会計への繰出金 0
その他 13,272,400

経常収益 1,324,806,870
使用料及び手数料 323,736,141
その他 1,001,070,729

純経常行政コスト 5,590,850,269
臨時損失 20,206,367

災害復旧事業費 5,549,000
資産除売却損 5,093,602
投資損失引当金繰入額 9,563,765
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 16,990,319
資産売却益 16,990,319
その他 -

純行政コスト 5,594,066,317

※ 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 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*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 22,227,292,497 30,445,766,751 △ 8,218,474,254

純行政コスト（△） △ 5,594,066,317 △ 5,594,066,317

財源 5,447,025,122 5,447,025,122

税収等 3,922,787,663 3,922,787,663

国県等補助金 1,524,237,459 1,524,237,459

本年度差額 △ 147,041,195 △ 147,041,195

固定資産等の変動（内部変動） △ 353,083,961 353,083,961

有形固定資産等の増加 1,351,127,108 △ 1,351,127,108

有形固定資産等の減少 △ 1,690,226,462 1,690,226,462

貸付金・基金等の増加 261,526,068 △ 261,526,068

貸付金・基金等の減少 △ 275,510,675 275,510,675

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 147,041,195 △ 353,083,961 206,042,766

本年度末純資産残高 22,080,251,302 30,092,682,790 △ 8,012,431,488

※ 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 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*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 5,253,435,207

業務費用支出 3,140,987,788
人件費支出 1,412,099,252
物件費等支出 1,641,340,931
支払利息支出 66,892,206
その他の支出 20,655,399

移転費用支出 2,112,447,419
補助金等支出 1,740,268,667
社会保障給付支出 358,906,352
他会計への繰出支出 0
その他の支出 13,272,400

業務収入 6,662,209,913
税収等収入 3,940,230,591
国県等補助金収入 1,441,106,459
使用料及び手数料収入 324,292,681
その他の収入 956,580,182

臨時支出 10,642,600
災害復旧事業費支出 5,549,000
その他の支出 5,093,600

臨時収入 -
業務活動収支 1,398,132,106
【投資活動収支】

投資活動支出 1,531,329,988
公共施設等整備費支出 1,265,575,988
基金積立金支出 240,642,000
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 25,112,000
その他の支出 -

投資活動収入 348,488,777
国県等補助金収入 83,131,000
基金取崩収入 224,352,000
貸付金元金回収収入 21,244,715
資産売却収入 19,761,062
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,182,841,211
【財務活動収支】

財務活動支出 919,456,814
地方債償還支出 912,725,358
その他の支出 6,731,456

財務活動収入 810,817,000
地方債発行収入 810,817,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 108,639,814
106,651,081
132,144,779
238,795,860

前年度末歳計外現金残高 39,693,340
本年度歳計外現金増減額 3,587,804
本年度末歳計外現金残高 43,281,144
本年度末現金預金残高 282,077,004

※ 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。

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


