
（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

158,730,232,396 -
108,065,156,159 5,937,725,851

2,267,147,753 -

302,631,971,548 79,699,954,374
292,186,409,975 56,965,239,946

△ 12,118,800,309 315,877,876
50,966,135 551,940,478

△ 38,589,193 -

83,624,545,219 16,796,988,577
△ 44,999,666,740 8,329,855,558

21,477,086,770 6,498,125,682

- 129,427,494
319,755,922 負債合計 88,029,809,932

△ 301,798,326

- -
- 725,495,778
- 108,988,250

1,938,215,447
△ 542,263,768

247,709,840,352

384,429,006 307,180,620,447
127,268,102,182 △ 79,236,365,683
13,465,998,802 -

604,165,469
16,859,199,745

△ 10,671,124,348

△ 135,907,854,120
-
-

8,728,678,476
744,951,000
519,889,000

1,716,883,097
146,839,756

1,570,043,341

6,826,004,682
-

6,826,004,682
157,304,935

225,062,000
-

△ 3,244,419
1,057,610,184

12,434,686

1,226,000
4,547,422,899
3,619,699,617

△ 66,382,592
13,342,093,148
6,384,161,107
2,250,368,954

- 純資産合計 227,944,254,764

資産合計 315,974,064,696 負債及び純資産合計 315,974,064,696

927,723,282
42,916,103

156,163,213
△ 40,165,128



（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

-

63,163,954,963

32,975,144,641

12,015,644,241

7,243,235,891

721,370,640

880,308,149

3,170,729,561

19,616,749,417

10,586,260,168

936,268,662

8,094,220,587

51,923,111,331

1,342,750,983

588,553,994

114,398,141

639,798,848

30,188,810,322

20,467,193,629

9,688,033,459

33,583,234

11,240,843,632

9,787,133,160

1,453,710,472

-

2,322,262

52,257,727,815

336,938,746

141,523,350

87,827,036

-

106,626,207

2,322,262

962,153



（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 284,381,559,441 △ 69,035,906,292 -

純行政コスト（△） △ 52,257,727,815

財源 50,406,850,291 -

税収等 30,571,574,497

国県等補助金 19,835,275,794

本年度差額 △ 1,850,877,524 -

固定資産等の変動（内部変動） 27,218,806,672 △ 27,218,806,672

有形固定資産等の増加 36,951,976,477 △ 36,951,976,477

有形固定資産等の減少 △ 8,516,882,443 8,516,882,443

貸付金・基金等の増加 1,647,622,650 △ 1,647,622,650

貸付金・基金等の減少 △ 2,863,910,012 2,863,910,012

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 4,287,169,913

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 132,575,753 18,869,224,805

本年度純資産変動額 22,799,061,006 △ 10,200,459,391 -

本年度末純資産残高 307,180,620,447 △ 79,236,365,683 -

【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

-

215,345,653,149

△ 52,257,727,815

50,406,850,291

30,571,574,497

19,835,275,794

△ 1,850,877,524

△ 4,287,169,913

-

-

18,736,649,052

12,598,601,615

227,944,254,764



（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

588,553,994

【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

54,911,069,078
24,722,258,756
11,854,145,193
11,603,650,249

141,523,350

675,909,320
30,188,810,322
20,467,193,629
9,688,033,459

33,583,234
58,970,145,954
29,696,502,343
18,272,403,957
9,548,351,636
1,452,888,018

626,790,909

1,014,682,986

485,267,559
756,461,865

4,188,747,832

5,775,532,709
4,591,066,351
1,103,366,527

-
32,000,000
49,099,831

3,460,978,479

81,598,962

2,113,848,378
33,220,329

200,000,000
99,226,786

△ 2,314,554,230

6,676,314,290
6,675,483,111

831,179
4,572,323,962
4,490,725,000

本年度資金収支額 △ 229,796,726
前年度末資金残高 6,505,281,418
本年度末資金残高 6,275,484,692

122,142,062
△ 13,465,647

108,676,415
6,384,161,107

△ 2,103,990,328


