
(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

29,531,023,918 -
7,572,575,232 3,196,298,000

705,548,850 1,533,000

100,763,428,396 20,263,609,898
87,791,521,920 17,065,778,898

△ 4,607,043,366 -
5,072,000 -

△ 5,071,997 -

45,057,216,093 -
△ 28,084,133,612 3,585,884,837

8,074,573,898 3,152,975,699

- 362,601
- 負債合計 23,849,494,735
-

- -
- 267,028,568
- 165,517,969

882,736,578
△ 406,877,996

187,536,219,887

812,286,820 106,610,101,327
57,999,501,206 △ 23,091,953,875

235,456,744

136,305,684
1,890,707,750

△ 1,629,710,954

△ 130,384,339,691
-
-

12,964,291,776
3,838,106,124

30,966,124

7,614,700
7,614,700

-

8,961,898,724
-

8,961,898,724
-

240,499,000
3,566,641,000

-
135,707,937
41,250,000

416,218
5,846,256,713
3,524,644,713

△ 12,671,009
6,604,213,791

734,109,622
25,648,196

△ 2,216,958 純資産合計 83,518,147,452

資産合計 107,367,642,187 負債及び純資産合計 107,367,642,187

2,321,612,000
-
-



(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

19,986,764,504

12,719,399,719

3,967,299,359

3,481,128,942

267,028,568

2,643,826,315

219,141,849

8,471,661,695

2,377,581,705

1,605,014,863

4,489,065,127

-

280,438,665

91,571,330

3,049,941

185,817,394

7,267,364,785

-

2,910,112,614

1,708,521,798

4,904,058

927,430,234

328,308,624

599,121,610

19,059,334,270

50,189,183

13,170,460

17,785,462

-

19,233,261

10,320,656

9,693,656

627,000

19,099,202,797



(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 106,706,315,349 △ 22,196,548,302

純行政コスト（△） △ 19,099,202,797

財源 18,126,669,679

税収等 14,461,345,579

国県等補助金 3,665,324,100

本年度差額 △ 972,533,118

固定資産等の変動（内部変動） △ 77,127,545 77,127,545

有形固定資産等の増加 3,868,517,799 △ 3,868,517,799

有形固定資産等の減少 △ 4,504,783,033 4,504,783,033

貸付金・基金等の増加 1,693,905,831 △ 1,693,905,831

貸付金・基金等の減少 △ 1,134,768,142 1,134,768,142

資産評価差額 550,124

無償所管換等 △ 19,636,601

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 96,214,022 △ 895,405,573

本年度末純資産残高 106,610,101,327 △ 23,091,953,875

△ 972,533,118

【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

84,509,767,047

△ 19,099,202,797

18,126,669,679

14,461,345,579

3,665,324,100

550,124

△ 19,636,601

-

△ 991,619,595

83,518,147,452



（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

91,571,330

【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

15,455,839,953
8,188,475,168
3,970,089,687
3,991,205,468

13,170,460

135,608,683
7,267,364,785
2,643,826,315
2,910,112,614
1,708,521,798

4,904,058
16,661,390,858
13,256,179,028
2,631,743,883

331,091,920
442,376,027

3,127,678,565

13,170,460
-

219,617,217
1,411,997,662

5,565,334,808
3,868,517,799
1,605,987,009

89,030,000
1,800,000

-

3,241,043,000

813,963,000
1,063,575,000

724,565
16,235,000

1,233,181,000
△ 2,437,656,243

2,266,231,860
2,266,231,860

-
3,241,043,000

734,109,622

-
974,811,140

本年度資金収支額 △ 50,847,441
前年度末資金残高 619,439,094
本年度末資金残高 568,591,653

177,144,537
△ 11,626,568

165,517,969


