
（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 地方債等
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等
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 他団体出資等分
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

繰延資産 - 純資産合計 25,887,357,425

資産合計 44,894,071,617 負債及び純資産合計 44,894,071,617

1,056,366,853
4,369,880
2,419,000

△ 2,247,675

5,351,000
3,537,169,568
2,480,802,715

△ 6,611,486
4,522,072,146

934,146,030
40,864,343

2,569,576,524
-

2,569,576,524
-

134,072,088
-
-

77,329,048
5,719,327

2,809,618,501
163,605,088
29,533,000

25,102,643
24,449,923

652,720

399,456,996
1,068,955,842

△ 726,998,199

△ 24,618,731,470
-
-

1,047,579,978
△ 516,147,631
41,537,906,383

78,998,800 43,914,520,039
19,328,801,667 △ 18,027,162,614
1,478,737,411 -

- 8,800,489
- 負債合計 19,006,714,192
-

- -
- 118,024,934
- 53,618,823

△ 1,782,156,600 43,220,949
- -
- -

27,408,583,932 139,621,647
△ 15,195,225,725 1,693,449,630

3,527,834,748 1,469,784,435

3,828,483,862 953,340,137
- -

40,371,999,471 17,313,264,562
37,537,278,327 16,220,302,778

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和02年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

17,866,519,017 -



（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

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

-

5,870,336

11,433,002,216

203,098,665

201,811,382

779,850

-

507,433

5,870,336

-

11,235,773,887

275,076,657

186,002,411

9,393,421

79,680,825

6,210,471,356

5,043,932,877

1,136,872,915

29,665,564

1,110,929,572

849,201,044

261,728,528

-

12,346,703,459

6,136,232,103

1,643,670,538

1,408,327,768

125,378,041

20,749,137

89,215,592

4,217,484,908

2,338,364,815

235,794,617

1,643,325,476

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 44,087,397,819 △ 18,506,131,492 -

純行政コスト（△） △ 11,433,002,216

財源 11,624,162,031 -

税収等 7,657,637,698

国県等補助金 3,966,524,333

本年度差額 191,159,815 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 148,366,494 148,366,494

有形固定資産等の増加 1,691,669,524 △ 1,691,669,524

有形固定資産等の減少 △ 1,667,505,326 1,667,505,326

貸付金・基金等の増加 313,310,716 △ 313,310,716

貸付金・基金等の減少 △ 485,841,408 485,841,408

資産評価差額 -

無償所管換等 115,447,778

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 139,959,064 139,442,569

本年度純資産変動額 △ 172,877,780 478,968,878 -

本年度末純資産残高 43,914,520,039 △ 18,027,162,614 -

115,447,778

-

-

△ 516,495

306,091,098

25,887,357,425

-

25,581,266,327

△ 11,433,002,216

11,624,162,031

7,657,637,698

3,966,524,333

191,159,815

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 合計



（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
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
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
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

46,905,141
5,364,350

52,269,491
934,146,030

△ 859,270,419
本年度資金収支額 24,020,364
前年度末資金残高 857,856,175
本年度末資金残高 881,876,539

23,495,400

440,821,451
14,995,788

-
-

△ 653,232,850

1,981,705,819
1,971,253,675

10,452,144
1,122,435,400
1,098,940,000

207,549,000

898,583
654,814,930

1,536,523,633

1,316,599,089
1,051,668,974

264,930,115
-
-
-

663,366,239

201,811,382

79,690,401
6,210,471,356
5,043,932,877
1,136,872,915

29,665,564
11,783,506,136
7,639,087,696
3,107,522,333

846,933,113
189,962,994
202,709,965

186,002,411

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自 平成31年4月1日

至  令和02年3月31日

科目 金額

10,699,087,468
4,488,616,112
1,634,116,799
2,588,806,501


