
*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 100,662,962,261 固定負債 15,365,232,691

有形固定資産 96,142,212,060 地方債等 14,236,607,047

事業用資産 20,856,954,986 長期未払金 0

土地 2,046,959,514 退職手当引当金 1,078,147,000

土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0

立木竹 3,775,473,203 その他 50,478,644

立木竹減損損失累計額 0 流動負債 2,235,074,315

建物 24,786,299,455 1年内償還予定地方債等 1,944,194,022

建物減価償却累計額 △ 15,304,810,646 未払金 29,877,268

建物減損損失累計額 0 未払費用 0

工作物 7,295,879,636 前受金 0

工作物減価償却累計額 △ 2,168,778,747 前受収益 0

工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 173,183,681

船舶 0 預り金 87,819,344

船舶減価償却累計額 0 その他 0

船舶減損損失累計額 0 17,600,307,006

浮標等 50,931,720 【純資産の部】

浮標等減価償却累計額 △ 11,891,502 固定資産等形成分 106,740,714,574

浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 15,242,850,347

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 29,067,147

その他減価償却累計額 △ 27,613,794

その他減損損失累計額 0

建設仮勘定 385,439,000

インフラ資産 73,331,447,003

土地 525,847,897

土地減損損失累計額 0

建物 1,464,458,077

建物減価償却累計額 △ 895,623,691

建物減損損失累計額 0

工作物 197,119,461,592

工作物減価償却累計額 △ 125,240,814,112

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 358,117,240

物品 3,517,134,232

物品減価償却累計額 △ 1,563,324,161

物品減損損失累計額 0

無形固定資産 142,614,385

ソフトウェア 142,614,385

その他 0

投資その他の資産 4,378,135,816

投資及び出資金 90,480,800

有価証券 66,360,000

出資金 24,120,800

その他 0

投資損失引当金 △ 38,656,660

長期延滞債権 48,955,853

長期貸付金 662,431,164

基金 3,616,752,766

減債基金 0

その他 3,616,752,766

その他 0

徴収不能引当金 △ 1,828,107

流動資産 8,435,208,972

現金預金 2,236,044,587

未収金 109,728,878

短期貸付金 10,769,265

基金 6,066,983,048

財政調整基金 3,708,954,679

減債基金 2,358,028,369

棚卸資産 12,150,987

その他 0

徴収不能引当金 △ 467,793

繰延資産 0 91,497,864,227

109,098,171,233 109,098,171,233

※ 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 14,621,426,838
業務費用 10,344,144,297

人件費 2,440,393,681
職員給与費 2,166,425,703
賞与等引当金繰入額 173,183,681
退職手当引当金繰入額 3,561,000
その他 97,223,297

物件費等 7,743,953,885
物件費 2,320,350,609
維持補修費 395,751,087
減価償却費 5,027,852,189
その他 0

その他の業務費用 159,796,731
支払利息 99,560,954
徴収不能引当金繰入額 1,501,471
その他 58,734,306

移転費用 4,277,282,541
補助金等 3,936,094,337
社会保障給付 333,923,181
他会計への繰出金 0
その他 7,265,023

経常収益 1,687,094,665
使用料及び手数料 897,001,572
その他 790,093,093

純経常行政コスト 12,934,332,173
臨時損失 481,210,809

災害復旧事業費 287,006,213
資産除売却損 186,436,405
投資損失引当金繰入額 7,768,191
損失補償等引当金繰入額 0
その他 0

臨時利益 9,925,882
資産売却益 6,751,866
その他 3,174,016

純行政コスト 13,405,617,100

※ 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 93,667,279,250 109,262,423,530 △ 15,595,144,280

純行政コスト（△） △ 13,405,617,100 △ 13,405,617,100

財源 11,261,841,368 11,261,841,368

税収等 7,793,861,455 7,793,861,455

国県等補助金 3,467,979,913 3,467,979,913

本年度差額 △ 2,143,775,732 △ 2,143,775,732

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,496,273,929 2,496,273,929

有形固定資産等の増加 3,706,752,120 △ 3,706,752,120

有形固定資産等の減少 △ 5,230,731,620 5,230,731,620

貸付金・基金等の増加 383,399,306 △ 383,399,306

貸付金・基金等の減少 △ 1,355,693,735 1,355,693,735

資産評価差額 0 0

無償所管換等 △ 23,435,027 △ 23,435,027

その他 △ 2,204,264 △ 2,000,000 △ 204,264

本年度純資産変動額 △ 2,169,415,023 △ 2,521,708,956 352,293,933

本年度末純資産残高 91,497,864,227 106,740,714,574 △ 15,242,850,347

※ 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 9,597,756,990

業務費用支出 5,320,474,449
人件費支出 2,437,569,250
物件費等支出 2,727,248,018
支払利息支出 99,560,954
その他の支出 56,096,227

移転費用支出 4,277,282,541
補助金等支出 3,936,094,337
社会保障給付支出 333,923,181
他会計への繰出支出 0
その他の支出 7,265,023

業務収入 12,106,184,987
税収等収入 7,789,837,724
国県等補助金収入 2,743,587,496
使用料及び手数料収入 973,175,352
その他の収入 599,584,415

臨時支出 287,006,213
災害復旧事業費支出 287,006,213
その他の支出 0

臨時収入 0
業務活動収支 2,221,421,784
【投資活動収支】

投資活動支出 4,071,141,512
公共施設等整備費支出 3,704,376,120
基金積立金支出 334,605,392
投資及び出資金支出 20,000,000
貸付金支出 12,160,000
その他の支出 0

投資活動収入 2,067,436,631
国県等補助金収入 724,392,417
基金取崩収入 1,316,352,719
貸付金元金回収収入 11,426,515
資産売却収入 15,264,980
その他の収入 0

投資活動収支 △ 2,003,704,881
【財務活動収支】

財務活動支出 1,827,611,215
地方債償還支出 1,827,611,215
その他の支出 0

財務活動収入 1,609,900,000
地方債発行収入 1,609,900,000
その他の収入 0

財務活動収支 △ 217,711,215
5,688

2,148,227,255
2,148,232,943

前年度末歳計外現金残高 71,703,557
本年度歳計外現金増減額 16,108,087
本年度末歳計外現金残高 87,811,644
本年度末現金預金残高 2,236,044,587

※ 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


