
(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

【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

28,736,492,968 -
14,203,091,614 -

356,490,000 -

60,601,638,403 14,850,538,056
56,050,135,645 14,850,538,056

△ 190,444,462 -
- -
- -

23,671,949,065 -
△ 10,454,063,634 1,585,283,387

1,010,210,729 1,288,168,327

- 3,859,088
- 負債合計 16,435,821,443
-

- -
- 126,339,343
- 166,916,629

380,430,552
△ 164,766,656
40,455,526,654

139,259,656 62,897,563,352
27,181,802,151 △ 15,423,510,024
4,828,696,960

29,743,881
720,803,940

△ 588,963,414

△ 18,347,829,240
-
-

4,541,676,318
675,144,000
16,575,000

9,826,440
9,826,440

-

3,692,233,654
-

3,692,233,654
-

37,098,000
621,471,000

-
177,842,048

6,474,658

1,523,942
2,294,401,007
1,905,621,108

△ 10,018,042
3,308,236,368

945,192,460
69,010,973

△ 1,892,014 純資産合計 47,474,053,328

資産合計 63,909,874,771 負債及び純資産合計 63,909,874,771

388,779,899
-
-



(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

-

【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

13,421,086,313

7,773,180,233

2,235,605,871

1,820,746,775

126,339,343

2,276,197,803

288,519,753

5,222,616,364

3,621,140,338

136,151,003

1,465,325,023

-

314,957,998

107,280,234

13,686,941

193,990,823

5,647,906,080

-

2,676,800,465

682,496,128

12,411,684

412,433,996

179,162,309

233,271,687

13,008,652,317

22,102,526

4,905,746

660,734

-

16,536,046

206,655,167

206,655,167

-

12,824,099,676



(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 63,139,405,799 △ 15,519,341,582

純行政コスト（△） △ 12,824,099,676

財源 12,787,051,209

税収等 8,854,307,669

国県等補助金 3,932,743,540

本年度差額 △ 37,048,467

固定資産等の変動（内部変動） 44,532,361 △ 44,532,361

有形固定資産等の増加 1,833,415,801 △ 1,833,415,801

有形固定資産等の減少 △ 1,465,325,024 1,465,325,024

貸付金・基金等の増加 688,621,690 △ 688,621,690

貸付金・基金等の減少 △ 1,012,180,106 1,012,180,106

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 115,438,242

その他 △ 170,936,566 177,412,386

本年度純資産変動額 △ 241,842,447 95,831,558

本年度末純資産残高 62,897,563,352 △ 15,423,510,024

△ 37,048,467

【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

47,620,064,217

△ 12,824,099,676

12,787,051,209

8,854,307,669

3,932,743,540

-

△ 115,438,242

6,475,820

△ 146,010,889

47,474,053,328



（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

107,280,234

【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

11,766,452,193
6,118,546,113
2,059,322,981
3,757,952,075

4,905,746

193,990,823
5,647,906,080
2,276,197,803
2,676,800,465

682,496,128
12,411,684

12,339,206,138
8,835,617,831
3,091,842,000

179,162,309
232,583,998

1,275,461,608

4,905,746
-

501,909,100
1,069,757,299

2,263,602,003
1,833,415,801

315,333,202
114,565,000

288,000
-

813,000,000

338,992,440
721,340,000

474,000
214,655,168

-
△ 988,140,395

1,231,753,561
1,231,753,561

-
813,000,000

945,192,460

-
△ 418,753,561

本年度資金収支額 △ 337,136,657
前年度末資金残高 1,115,412,488
本年度末資金残高 778,275,831

158,999,574
7,917,055

166,916,629


