
（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

33,646,825,237 -
7,722,469,054 4,535,037,440

705,548,850 1,533,000

121,836,649,178 31,726,695,614
109,640,541,669 24,688,601,357

△ 4,700,095,585 109,861,969
5,072,000 1,006,800

△ 5,071,997 -

50,331,553,622 2,501,523,817
△ 29,547,012,522 4,865,717,362

8,322,074,995 4,096,790,079

- 7,665,515
- 負債合計 36,592,412,976
-

- -
- 460,973,394
- 189,419,605

2,237,008,375
△ 1,142,347,279
213,299,776,568

812,286,820 127,683,322,109
74,912,826,048 △ 34,566,036,675

351,104,761 -

136,305,684
4,492,881,164

△ 3,411,990,780

△ 139,969,022,061
-
-

11,580,337,061
271,465,124
30,966,124

615,770,448
7,614,700

608,155,748

10,027,243,802
-

10,027,243,802
1,010,000,000

240,499,000
-
-

247,466,160
41,250,000

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

△ 17,088,025
7,873,049,232
1,399,259,072

591,751,272

- 純資産合計 93,117,285,434

資産合計 129,709,698,410 負債及び純資産合計 129,709,698,410

2,321,612,000
38,746,865

-
△ 3,380,908



（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

-

31,163,119,095

18,240,009,592

6,892,927,319

5,724,448,021

460,780,930

12,550,000

695,148,368

10,706,445,252

3,680,762,331

1,647,144,094

5,378,538,827

26,292,407,078

640,637,021

239,795,552

3,979,577

396,861,892

12,923,109,503

9,975,838,674

2,910,272,271

36,998,558

4,870,712,017

3,845,592,061

1,025,119,956

9,693,656

629,133

26,337,934,975

55,850,686

13,170,460

20,175,201

-

22,505,025

10,322,789

-



（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 128,634,942,494 △ 33,726,819,314 -

純行政コスト（△） △ 26,337,934,975

財源 25,248,687,159 -

税収等 16,876,883,037

国県等補助金 8,371,804,122

本年度差額 △ 1,089,247,816 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 161,039,455 161,039,455

有形固定資産等の増加 4,537,396,518 △ 4,537,396,518

有形固定資産等の減少 △ 5,396,788,372 5,396,788,372

貸付金・基金等の増加 1,878,357,871 △ 1,878,357,871

貸付金・基金等の減少 △ 1,180,005,472 1,180,005,472

資産評価差額 550,124

無償所管換等 △ 702,101,054

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 89,030,000 88,991,000

本年度純資産変動額 △ 951,620,385 △ 839,217,361 -

本年度末純資産残高 127,683,322,109 △ 34,566,036,675 -

【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

550,124

94,908,123,180

△ 26,337,934,975

25,248,687,159

16,876,883,037

8,371,804,122

△ 1,089,247,816

△ 702,101,054

-

-

△ 39,000

△ 1,790,837,746

93,117,285,434



（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

239,795,552

【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

25,674,770,027
12,751,660,524
6,884,342,142
5,336,515,325

13,170,460

291,007,505
12,923,109,503
9,975,838,674
2,910,272,271

36,998,558
27,362,027,840
15,591,664,352
7,247,646,905
3,824,520,820

698,195,763
18,135,063

816,713,000

4,964,603
310,194,250

1,979,317,000

6,329,237,496
4,563,839,977
1,653,597,519

50,000,000
1,800,000

60,000,000
3,199,784,546

89,030,000

1,063,575,000
724,565

16,376,900
1,302,395,081

△ 3,129,452,950

3,126,462,942
3,120,720,942

5,742,000
4,067,773,000
3,978,743,000

本年度資金収支額 △ 208,825,892
前年度末資金残高 1,442,566,995
本年度末資金残高 1,233,741,103

177,144,537
△ 11,626,568

165,517,969
1,399,259,072

941,310,058


