
(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 △ 388,981 純資産合計 42,951,536,282

資産合計 62,433,837,269 負債及び純資産合計 62,433,837,269

2,890,457,307
-
-

-
4,798,179,306
1,907,721,999

△ 488,433
6,396,665,442
1,585,052,377

13,822,740

5,967,708,323
-

5,967,708,323
-

382,123,000
1,330,651,905

-
11,127,393

-

7,699,522,188
1,721,174,905

8,400,000

90,753,312
90,753,312

-

730,871,200
3,003,107,697

△ 2,726,951,235

△ 30,058,483,139
-
-

1,122,019,269
△ 426,863,668
45,165,256,638

175,720,080 60,835,351,133
16,956,892,900 △ 17,883,814,851

424,092,600

- 28,334,237
- 負債合計 19,482,300,987
-

- -
- 138,754,469
- 1,221,528,452

△ 8,135,394 52,306,000
- -
- -

28,681,510,993 100,080,520
△ 15,903,881,644 3,136,905,635

159,519,635 1,695,982,477

16,805,146,594 1,066,768,000
1,103,966,701 -

56,037,171,827 16,345,395,352
48,246,896,327 15,125,618,832

【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

31,013,846,965 52,928,000



(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

32,016,246

-

-

-

10,474,180,028

-

1,086,484,906

1,123,723,920

3,927,147

674,688,118

193,623,268

481,064,850

10,264,391,915

209,788,113

174,576,422

3,195,445

-

2,286,085,041

105,277,435

4,098,711,439

2,540,537,212

219,964,946

1,338,209,281

-

110,010,630

59,395,768

-

50,614,862

4,500,221,014

-

【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

10,939,080,033

6,438,859,019

2,230,136,950

1,986,105,046

138,754,469



(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 58,605,373,638 △ 16,462,387,680

純行政コスト（△） △ 10,474,180,028

財源 11,019,093,611

税収等 8,120,171,581

国県等補助金 2,898,922,030

本年度差額 544,913,583

固定資産等の変動（内部変動） 1,966,340,754 △ 1,966,340,754

有形固定資産等の増加 4,228,792,389 △ 4,228,792,389

有形固定資産等の減少 △ 1,437,269,281 1,437,269,281

貸付金・基金等の増加 338,255,595 △ 338,255,595

貸付金・基金等の減少 △ 1,163,437,949 1,163,437,949

資産評価差額 △ 323,616,481

無償所管換等 587,253,222

その他 - -

本年度純資産変動額 2,229,977,495 △ 1,421,427,171

本年度末純資産残高 60,835,351,133 △ 17,883,814,851

587,253,222

-

808,550,324

42,951,536,282

△ 323,616,481

544,913,583

【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

42,142,985,958

△ 10,474,180,028

11,019,093,611

8,120,171,581

2,898,922,030



（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 1,585,052,377

-
1,247,878,540

本年度資金収支額 △ 75,143,838
前年度末資金残高 438,667,763
本年度末資金残高 363,523,925

1,399,724,863
△ 178,196,411
1,221,528,452

2,817,100,000

1,093,608,229
1,115,644,327

-
-
-

△ 2,069,093,031

1,569,221,460
1,555,965,033

13,256,427
2,817,100,000

2,209,252,556

174,576,422
-

620,460,771
746,070,653

4,278,345,587
3,988,381,250

289,964,337
-
-
-

174,576,422

50,614,862
4,573,756,014
2,286,085,041
1,086,484,906
1,123,723,920

77,462,147
9,929,318,987
8,119,416,056
1,184,853,030

193,692,527
431,357,374

59,395,768

【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

9,629,132,683
5,055,376,669
2,181,988,481
2,763,377,558


