
(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

14,115,630,366 4,474,654,760
5,818,981,877 1,540,173,000

10,115,801 -

26,748,150,752 17,115,012,012
23,327,164,412 10,994,653,969

△ 1,280,737,906 208,515,867
- -
- -

18,102,675,056 105,530,283
△ 10,467,606,782 1,837,698,514

1,625,545,433 1,442,604,058

- 29,675,820
- 負債合計 18,952,710,526
-

- -
- 116,759,715
- 40,143,054

60,588,503
△ 40,125,574

21,491,872,906

306,656,887 30,340,117,718
9,018,853,172 △ 18,441,728,386

475,442,196

64,052,070
1,388,447,516

△ 1,195,766,642

△ 13,032,976,929
-
-

3,420,986,340
89,180,523

-

-
-
-

3,243,754,691
-

3,243,754,691
-

89,180,523
-

△ 15,000,000
77,199,641
31,725,700

2,213,900
3,589,753,066
3,213,506,600

△ 5,874,215
4,102,949,106

500,038,739
11,899,400

△ 955,999 純資産合計 11,898,389,332

資産合計 30,851,099,858 負債及び純資産合計 30,851,099,858

376,246,466
-
-



(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

4,732,000

【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

8,571,148,029

4,932,600,862

1,604,448,522

1,377,626,404

116,759,715

1,998,856,431

105,330,403

3,060,788,320

1,980,660,861

313,708,674

766,418,785

-

267,364,020

55,893,818

4,413,094

207,057,108

3,638,547,167

-

839,207,034

799,368,662

1,115,040

642,794,363

81,136,849

561,657,514

7,928,353,666

137,662,855

105,086,220

29,431,680

383,173

2,761,782

-

-

-

8,066,016,521



(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 30,035,701,334 △ 18,406,462,512

純行政コスト（△） △ 8,066,016,521

財源 8,480,907,240

税収等 7,058,060,548

国県等補助金 1,422,846,692

本年度差額 414,890,719

固定資産等の変動（内部変動） 509,194,763 △ 509,194,763

有形固定資産等の増加 1,358,636,675 △ 1,358,636,675

有形固定資産等の減少 △ 768,299,664 768,299,664

貸付金・基金等の増加 420,854,166 △ 420,854,166

貸付金・基金等の減少 △ 501,996,414 501,996,414

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 190,081,177

その他 △ 14,697,202 59,038,170

本年度純資産変動額 304,416,384 △ 35,265,874

本年度末純資産残高 30,340,117,718 △ 18,441,728,386

414,890,719

【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

11,629,238,822

△ 8,066,016,521

8,480,907,240

7,058,060,548

1,422,846,692

-

△ 190,081,177

44,340,968

269,150,510

11,898,389,332



（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

55,893,818

【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

7,824,238,758
4,185,691,591
1,598,951,730
2,323,788,935

105,086,220

207,057,108
3,638,547,167
1,998,856,431

839,207,034
799,368,662

1,115,040
8,634,652,067
7,026,331,476

964,718,692
81,418,290

562,183,609

671,042,465

105,086,220
-

301,379,000
1,006,706,089

1,830,342,398
1,425,882,034

401,460,364
-

3,000,000
-

1,382,100,000

156,749,000
470,927,465

3,956,400
938,600

38,471,000
△ 1,159,299,933

1,420,573,499
1,408,937,954

11,635,545
1,382,100,000

500,038,739

-
△ 38,473,499

本年度資金収支額 △ 191,067,343
前年度末資金残高 650,963,028
本年度末資金残高 459,895,685

46,306,611
△ 6,163,557

40,143,054


