
(単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 未払金
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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金 △ 1,512,982 純資産合計 21,388,196,428

資産合計 35,148,557,067 負債及び純資産合計 35,148,557,067

1,056,366,853
-
-

5,351,000
3,447,107,183
2,390,740,330

△ 5,435,256
3,785,111,517

321,380,072
12,786,244

2,486,611,033
-

2,486,611,033
-

134,067,088
488,200,000

-
59,209,003

259,719,327

3,449,521,195
649,417,088
27,150,000

25,097,923
24,449,923

648,000

308,820,400
397,308,761

△ 188,659,125

△ 17,215,565,373
-
-

-
-

26,153,453,280

78,998,800 34,815,903,733
10,631,350,691 △ 13,427,707,305
1,384,642,384

- 6,657,440
- 負債合計 13,760,360,639
-

- -
- 107,210,418
- 52,269,491

△ 1,753,349,494 -
- -
- -

25,810,972,208 22,680,900
△ 14,201,559,226 1,014,598,842

3,493,663,365 848,461,493

3,620,100,452 932,591,000
- -

31,363,445,550 12,745,761,797
27,888,826,432 11,790,489,897

【様式第１号】

一般会計等 貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

17,048,826,105 -



(単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

資産売却益

その他

純行政コスト

-

1,734,006

-

1,734,006

8,413,744,509

-

1,136,187,775

1,136,498,851

14,151,164

349,153,863

113,582,503

235,571,360

8,213,667,133

201,811,382

201,811,382

-

-

1,324,517,433

89,174,792

3,333,928,993

1,878,807,217

185,109,671

1,270,012,105

-

161,724,204

90,294,446

6,983,171

64,446,587

3,611,355,223

-

【様式第２号】

一般会計等　行政コスト計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

8,562,820,996

4,951,465,773

1,455,812,576

1,259,427,366

107,210,418



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 35,360,944,667 △ 13,849,080,430

純行政コスト（△） △ 8,413,744,509

財源 8,305,401,798

税収等 6,321,985,187

国県等補助金 1,983,416,611

本年度差額 △ 108,342,711

固定資産等の変動（内部変動） △ 529,266,848 529,266,848

有形固定資産等の増加 915,406,686 △ 915,406,686

有形固定資産等の減少 △ 1,270,012,105 1,270,012,105

貸付金・基金等の増加 299,040,024 △ 299,040,024

貸付金・基金等の減少 △ 473,701,453 473,701,453

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 14,808,603

その他 △ 965,483 448,988

本年度純資産変動額 △ 545,040,934 421,373,125

本年度末純資産残高 34,815,903,733 △ 13,427,707,305

△ 14,808,603

△ 516,495

△ 123,667,809

21,388,196,428

-

△ 108,342,711

【様式第３号】

一般会計等　純資産変動計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 合計

21,511,864,237

△ 8,413,744,509

8,305,401,798

6,321,985,187

1,983,416,611



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高 321,380,072

-
△ 388,367,806

本年度資金収支額 6,109,000
前年度末資金残高 263,001,581
本年度末資金残高 269,110,581

46,905,141
5,364,350

52,269,491

889,940,000

171,244,000
440,821,451
14,995,788

-
-

△ 542,487,063

1,278,307,806
1,276,795,746

1,512,060
889,940,000

627,061,239

201,811,382
-

651,453,000
936,963,869

1,169,548,302
885,165,486
260,982,816
23,400,000

-
-

201,811,382

64,446,587
3,611,355,223
1,324,517,433
1,136,187,775
1,136,498,851

14,151,164
7,763,780,550
6,318,423,500
1,160,719,611

114,697,242
169,940,197

90,294,446

【様式第４号】

一般会計等　資金収支計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

7,276,458,299
3,665,103,076
1,446,445,155
2,063,916,888


