
（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

【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

28,885,038,268 -
14,210,715,014 -

356,490,000 -

83,836,666,786 33,474,623,832
78,312,867,561 21,669,142,995

△ 190,444,462 83,200,488
- -
- -

23,671,949,065 11,805,480,837
△ 10,454,063,634 2,266,643,997

1,010,210,729 1,864,467,615

- 7,749,381
- 負債合計 35,741,267,829
-

- -
- 129,462,624
- 181,763,889

526,023,613
△ 229,610,047
64,619,766,569

280,181,556 86,132,591,735
48,952,452,845 △ 33,877,745,642
6,520,554,544 -

357,523,279
1,517,286,351

△ 1,041,909,903

△ 22,841,805,113
-
-

4,792,889,095
62,473,000
16,575,000

730,910,130
9,826,440

721,083,690

4,326,869,702
-

4,326,869,702
-

37,098,000
8,800,000

-
415,671,319

6,474,658

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

△ 18,599,584
4,159,447,136
1,647,642,912

220,317,233

- 純資産合計 52,254,846,093

資産合計 87,996,113,922 負債及び純資産合計 87,996,113,922

388,779,899
178,260
398,604

△ 5,014,822



（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

【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

340

20,248,036,825

9,242,871,816

2,282,678,090

1,856,391,021

128,157,543

-

298,129,526

6,160,802,902

3,861,715,216

151,446,953

2,147,640,393

18,863,329,185

799,390,824

246,166,322

18,397,824

534,826,678

11,005,165,009

8,312,395,803

2,680,357,522

12,411,684

1,384,707,640

977,523,743

407,183,897

206,655,167

7,412,004

18,674,462,856

25,200,842

4,905,746

660,734

-

19,634,362

214,067,171

-



（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 86,453,079,728 △ 34,063,208,088 -

純行政コスト（△） △ 18,674,462,856

財源 18,557,856,789 -

税収等 10,881,627,354

国県等補助金 7,676,229,435

本年度差額 △ 116,606,067 -

固定資産等の変動（内部変動） 80,451,815 △ 80,451,815

有形固定資産等の増加 2,594,742,623 △ 2,594,742,623

有形固定資産等の減少 △ 2,147,640,394 2,147,640,394

貸付金・基金等の増加 746,912,205 △ 746,912,205

貸付金・基金等の減少 △ 1,113,562,619 1,113,562,619

資産評価差額 2,418,032

無償所管換等 △ 34,293,968

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 369,063,872 382,520,328

本年度純資産変動額 △ 320,487,993 185,462,446 -

本年度末純資産残高 86,132,591,735 △ 33,877,745,642 -

【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

2,418,032

52,389,871,640

△ 18,674,462,856

18,557,856,789

10,881,627,354

7,676,229,435

△ 116,606,067

△ 34,293,968

-

-

13,456,456

△ 135,025,547

52,254,846,093



（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

246,166,322

【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

18,263,995,481
7,258,830,472
2,099,324,914
4,001,807,424

4,905,746

911,531,812
11,005,165,009
8,312,395,803
2,680,357,522

12,411,684
19,026,315,319
10,857,855,373
6,690,130,506

988,676,242
489,653,198

4,905,746

434,334,940

-
652,703,853

1,410,117,945

2,876,376,050
2,446,110,771

315,412,279
114,565,000

288,000
-

1,505,447,241

-

761,340,000
474,000

214,655,168
94,643,133

△ 1,370,928,809

1,813,618,880
1,813,618,880

-
1,421,165,000
1,421,165,000

本年度資金収支額 △ 353,264,744
前年度末資金残高 1,833,991,027
本年度末資金残高 1,480,726,283

158,999,574
7,917,055

166,916,629
1,647,642,912

△ 392,453,880


