
（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

14,154,382,871 4,474,654,760
5,829,947,773 1,540,173,000

10,115,801 -

29,434,895,564 18,198,585,519
25,979,746,172 12,078,227,476

△ 1,280,737,906 208,515,867
- -
- -

18,204,041,356 105,530,283
△ 10,541,186,473 1,991,938,487

1,625,545,433 1,590,952,061

- 30,427,570
- 負債合計 20,190,524,006
-

- -
- 121,899,935
- 40,143,054

94,355,253
△ 61,094,720

27,060,572,143

306,656,887 33,241,309,537
11,605,334,810 △ 19,491,430,930

480,785,401 -

64,052,070
1,427,384,748

△ 1,207,356,257

△ 16,033,335,337
-
-

3,455,149,392
89,180,523

-

-
-
-

3,243,754,691
-

3,243,754,691
-

89,180,523
-

△ 15,000,000
113,298,435
31,725,700

2,213,900
3,804,200,073
3,427,953,607

△ 7,809,957
4,505,507,049

681,458,689
19,116,027

- 純資産合計 13,749,878,607

資産合計 33,940,402,613 負債及び純資産合計 33,940,402,613

376,246,466
-
-

△ 1,481,640



（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

-

13,025,872,378

5,354,275,739

1,671,392,977

1,438,688,639

121,899,935

4,732,000

106,072,403

3,326,481,069

2,107,978,341

319,604,029

898,898,699

12,253,854,489

356,401,693

80,901,917

12,812,796

262,686,980

7,671,596,639

6,826,012,665

839,467,034

6,116,940

772,017,889

149,279,092

622,738,797

-

357,500

12,391,160,148

137,663,159

105,086,220

29,431,680

-

2,762,086

357,500

383,173



（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 33,127,670,676 △ 19,552,189,633 -

純行政コスト（△） △ 12,391,160,148

財源 12,715,288,791 -

税収等 8,730,118,578

国県等補助金 3,985,170,213

本年度差額 324,128,643 -

固定資産等の変動（内部変動） 322,408,110 △ 322,408,110

有形固定資産等の増加 1,362,456,215 △ 1,362,456,215

有形固定資産等の減少 △ 900,779,578 900,779,578

貸付金・基金等の増加 433,210,538 △ 433,210,538

貸付金・基金等の減少 △ 572,479,065 572,479,065

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 194,072,047

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 14,697,202 59,038,170

本年度純資産変動額 113,638,861 60,758,703 -

本年度末純資産残高 33,241,309,537 △ 19,491,430,930 -

【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

-

13,575,481,043

△ 12,391,160,148

12,715,288,791

8,730,118,578

3,985,170,213

324,128,643

△ 194,072,047

-

-

44,340,968

174,397,564

13,749,878,607



（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

80,901,917

【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

12,137,958,333
4,466,361,694
1,665,771,027
2,457,001,770

105,086,220

262,686,980
7,671,596,639
6,826,012,665

839,467,034
6,116,940

13,006,729,193
8,706,933,070
3,527,042,213

149,845,802
622,908,108
105,086,220

156,749,000

-
301,379,000

1,065,063,640

1,834,326,509
1,429,701,574

401,624,935
-

3,000,000
-

717,845,663

-

517,730,663
3,956,400

938,600
38,471,000

△ 1,116,480,846

1,570,953,877
1,559,318,332

11,635,545
1,421,100,000
1,421,100,000

本年度資金収支額 △ 201,271,083
前年度末資金残高 842,586,718
本年度末資金残高 641,315,635

46,306,611
△ 6,163,557

40,143,054
681,458,689

△ 149,853,877


