
（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 - 純資産合計 44,553,651,101

資産合計 72,319,109,895 負債及び純資産合計 72,319,109,895

2,890,457,307
29,453,229

-
△ 865,915

-
5,139,168,941
2,248,711,634

△ 1,377,849
8,202,439,102
2,508,915,444

525,767,403

5,995,741,796
-

5,995,741,796
73,119,828

382,128,000
-
-

22,328,562
-

6,480,340,337
390,528,000

8,400,000

128,576,161
117,397,593
11,178,568

1,296,457,200
7,194,326,672

△ 6,329,528,327

△ 34,582,027,302
-
-

2,081,954,122
△ 934,295,336
54,564,168,991

175,720,080 69,255,839,734
22,991,194,836 △ 24,702,188,633

564,937,161 -

- 29,920,490
- 負債合計 27,765,458,794
-

- -
- 254,747,023
- 1,226,099,021

△ 8,455,547 154,330,192
- -
- -

32,250,870,779 2,204,121,889
△ 17,153,525,289 3,728,246,564

168,148,671 2,063,149,838

17,115,035,719 1,521,549,383
1,103,966,701 -

64,116,670,793 24,037,212,230
57,507,754,295 20,258,612,958

【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

33,651,761,114 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

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

-

-

16,086,174,103

210,030,113

174,576,422

3,195,445

-

32,258,246

-

-

15,876,143,990

948,630,045

151,538,466

442,426

796,649,153

9,261,782,132

8,164,589,747

1,090,765,148

6,427,237

3,143,258,628

1,385,014,048

1,758,244,580

-

19,019,402,618

9,757,620,486

3,407,442,898

2,912,271,784

212,364,083

7,174,000

275,633,031

5,401,547,543

3,402,737,024

255,187,713

1,743,622,806

【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



（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 67,955,754,004 △ 23,382,002,946 -

純行政コスト（△） △ 16,086,174,103

財源 16,595,640,724 -

税収等 10,222,204,044

国県等補助金 6,373,436,680

本年度差額 509,466,621 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,832,239,497 △ 1,832,239,497

有形固定資産等の増加 4,497,107,482 △ 4,497,107,482

有形固定資産等の減少 △ 1,842,682,806 1,842,682,806

貸付金・基金等の増加 376,113,171 △ 376,113,171

貸付金・基金等の減少 △ 1,198,298,350 1,198,298,350

資産評価差額 △ 323,616,481

無償所管換等 △ 205,950,097

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 2,587,189 2,587,189

本年度純資産変動額 1,300,085,730 △ 1,320,185,687 -

本年度末純資産残高 69,255,839,734 △ 24,702,188,633 -

△ 205,950,097

-

-

-

△ 20,099,957

44,553,651,101

△ 323,616,481

44,573,751,058

△ 16,086,174,103

16,595,640,724

10,222,204,044

6,373,436,680

509,466,621

【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



（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

1,399,724,863
△ 178,196,411
1,221,528,452
2,508,915,444

1,069,197,203
本年度資金収支額 △ 83,286,048
前年度末資金残高 1,370,673,040
本年度末資金残高 1,287,386,992

-

1,137,644,327
-
-

87,460,698
△ 2,197,525,902

1,962,402,797
1,949,146,370

13,256,427
3,031,600,000
3,031,600,000

1,173,181,959

-
620,460,771

1,045,042,651

4,595,812,886
4,275,842,552

319,970,334
-
-
-

2,398,286,984

174,576,422

473,131,480
9,335,317,132
8,164,589,747
1,090,765,148

79,962,237
17,799,449,464
10,081,274,635
4,579,793,950
1,825,325,812
1,313,055,067

174,576,422

151,538,466

【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

17,200,291,162
7,864,974,030
3,876,227,420
3,364,076,664


