
(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 △ 3,728,179 純資産合計 48,900,204,805

資産合計 71,668,623,077 負債及び純資産合計 71,668,623,077

555,005,961
-
-

28,688,000
3,114,222,658
2,559,216,697

△ 9,634,560
3,803,581,878

595,241,573
69,157,826

3,108,515,204
-

3,108,515,204
-

164,530,000
238,250,000

-
446,588,323
152,664,000

4,100,912,967
402,780,000

-

54,882,450
44,941,010
9,941,440

387,961,277
1,302,723,101

△ 1,083,981,223

△ 50,605,520,706
-
-

124,172,150
△ 72,795,423

81,167,836,576

907,865,113 71,007,951,857
32,236,172,375 △ 22,107,747,052
1,234,518,501

- 9,161,792
- 負債合計 22,768,418,272
-

- -
- 210,973,533
- 41,053,899

△ 865,427,572 -
- -
- -

27,035,346,608 29,897,856
△ 14,862,910,046 2,506,801,687

1,158,208,984 2,245,612,463

16,425,386,041 -
1,455,862,401 6,819,000

67,865,041,199 20,261,616,585
63,709,245,782 20,224,899,729

【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

31,254,331,529 -



(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

5,620,216

2,332,000

-

2,332,000

14,788,595,800

-

2,962,811,131

1,206,677,632

61,829,436

1,021,079,085

216,853,155

804,225,930

14,640,541,464

150,386,336

90,848,200

53,917,920

-

3,480,058,103

152,589,650

4,727,860,638

2,406,864,731

461,474,569

1,859,521,338

-

220,338,385

115,036,235

11,765,866

93,536,284

7,711,376,302

-

【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

15,661,620,549

7,950,244,247

3,002,045,224

2,638,482,041

210,973,533



(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 70,988,716,246 △ 22,438,981,185

純行政コスト（△） △ 14,788,595,800

財源 15,254,943,453

税収等 11,130,512,610

国県等補助金 4,124,430,843

本年度差額 466,347,653

固定資産等の変動（内部変動） 135,113,520 △ 135,113,520

有形固定資産等の増加 1,725,865,707 △ 1,725,865,707

有形固定資産等の減少 △ 1,859,521,338 1,859,521,338

貸付金・基金等の増加 635,828,298 △ 635,828,298

貸付金・基金等の減少 △ 367,059,147 367,059,147

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 115,877,909

その他 - -

本年度純資産変動額 19,235,611 331,234,133

本年度末純資産残高 71,007,951,857 △ 22,107,747,052

-

△ 115,877,909

-

350,469,744

48,900,204,805

466,347,653

【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

48,549,735,061

△ 14,788,595,800

15,254,943,453

11,130,512,610

4,124,430,843



（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 595,241,573

-
△ 144,338,052

本年度資金収支額 △ 220,688,613
前年度末資金残高 774,876,287
本年度末資金残高 554,187,674

41,513,656
△ 459,757
41,053,899

2,032,359,000

364,774,000
279,385,173
28,586,000

-
74,162,000

△ 1,367,396,589

2,176,697,052
2,171,592,540

5,104,512
2,032,359,000

746,907,173

90,848,200
-

359,893,843
1,291,046,028

2,114,303,762
1,682,112,747

432,191,015
-
-
-

90,848,200

93,536,284
7,711,376,302
3,480,058,103
2,962,811,131
1,206,677,632

61,829,436
14,877,606,015
11,032,706,845
3,399,763,000

221,202,282
223,933,888

115,036,235

【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

13,855,605,630
6,144,229,328
3,013,399,589
2,922,257,220


