
(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

152,051,280,728 -
107,184,890,223 5,339,639,000

2,248,147,753 -

246,584,703,510 41,200,394,581
235,351,925,039 35,860,755,581

△ 11,821,605,629 -
50,966,135 -

△ 38,589,193 -

76,420,862,906 -
△ 43,288,197,393 5,525,361,078

20,919,271,704 4,889,928,777

- 4,085,965
- 負債合計 46,725,755,659
-

- -
- 522,669,921
- 108,676,415

540,899,938
△ 252,053,094

194,229,473,682

375,534,222 251,008,360,799
82,295,343,217 △ 45,021,633,131
12,518,697,889

502,559,914
7,047,973,614

△ 6,042,672,520

△ 125,244,235,112
-
-

11,091,381,914
4,179,853,174

19,889,000

141,396,557
141,396,556

1

6,054,053,688
-

6,054,053,688
-

225,062,000
3,934,902,174
△ 3,244,419
892,489,357
12,434,686

1,226,000
4,422,431,289
3,494,708,007

△ 44,204,572
6,127,779,817
1,479,058,697

246,797,342

△ 21,733,511 純資産合計 205,986,727,668

資産合計 252,712,483,327 負債及び純資産合計 252,712,483,327

927,723,282
-
-



(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

880,308,149

【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

37,606,665,643

21,056,882,188

8,133,275,950

5,835,206,895

522,669,921

4,502,535,020

895,090,985

12,532,322,384

6,061,796,027

847,870,844

5,622,655,513

-

391,283,854

193,376,605

35,932,477

161,974,772

16,549,783,455

-

9,685,290,097

2,352,607,504

9,350,834

1,541,815,132

746,165,577

795,649,555

36,064,850,511

297,448,826

141,523,350

87,827,036

962,153

67,136,287

-

-

-

36,362,299,337



(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 253,403,067,210 △ 45,787,239,281

純行政コスト（△） △ 36,362,299,337

財源 34,122,665,291

税収等 24,436,795,454

国県等補助金 9,685,869,837

本年度差額 △ 2,239,634,046

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,005,240,196 3,005,240,196

有形固定資産等の増加 3,616,624,820 △ 3,616,624,820

有形固定資産等の減少 △ 5,622,655,513 5,622,655,513

貸付金・基金等の増加 1,353,310,662 △ 1,353,310,662

貸付金・基金等の減少 △ 2,352,520,165 2,352,520,165

資産評価差額 -

無償所管換等 610,533,785

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 2,394,706,411 765,606,150

本年度末純資産残高 251,008,360,799 △ 45,021,633,131

△ 2,239,634,046

【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

207,615,827,929

△ 36,362,299,337

34,122,665,291

24,436,795,454

9,685,869,837

-

610,533,785

-

△ 1,629,100,261

205,986,727,668



（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

193,376,605

【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

31,954,777,299
15,404,993,844
8,052,148,560
6,997,493,907

141,523,350

161,974,772
16,549,783,455
4,502,535,020
9,685,290,097
2,352,607,504

9,350,834
33,913,712,568
24,324,560,129
8,124,164,000

746,476,662
718,511,777

3,004,073,941

141,523,350
-

754,139,603
2,571,551,522

4,800,226,939
3,616,624,820
1,019,026,366

132,575,753
32,000,000

-

4,029,625,000

807,566,234
2,082,843,378

33,220,329
-

80,444,000
△ 1,796,152,998

5,010,365,849
5,010,365,849

-
4,029,625,000

1,479,058,697

-
△ 980,740,849

本年度資金収支額 △ 205,342,325
前年度末資金残高 1,575,724,607
本年度末資金残高 1,370,382,282

122,142,062
△ 13,465,647

108,676,415


