
（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 42,028,671,747

資産合計 65,635,449,503 負債及び純資産合計 65,635,449,503

1,063,365,561

320,760

-

△ 8,766,578

432,540

5,621,315,898

4,557,950,337

△ 9,306,207

6,712,387,288

998,103,672

100,980,996

6,521,919,821

-

6,521,919,821

-

248,323,422

-

-

334,296,590

2,073,747

7,103,352,463

254,368,512

6,045,090

91,113,578

90,888,578

225,000

80,676,840

4,185,236,541

△ 2,810,992,167

△ 25,493,170,542

-

-

1,930,205,975

△ 852,168,405

48,660,607,326

225,529,836 64,544,810,653

26,183,673,205 △ 22,516,138,906

1,857,522,011 -

- 2,353,180

- 負債合計 23,606,777,756

-

- -

- 220,751,867

- 165,931,164

△ 319,406,592 103,808,553

- -

- -

23,075,141,032 371,840,689

△ 12,917,445,570 3,180,146,107

2,001,848,582 2,687,301,343

10,960,505,905 3,074,937,000

1,144,505,402 -

58,923,062,215 20,426,631,649

51,728,596,174 16,844,354,960

【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

24,170,678,595 135,499,000



（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

-

2,854,349

20,479,844,340

924,295,083

919,753,887

185,817

-

4,355,379

2,854,349

-

19,558,403,606

290,545,266

144,337,176

11,255,848

134,952,242

11,379,039,472

9,265,075,098

1,958,907,642

155,056,732

1,300,619,555

852,307,391

448,312,164

168,526

20,859,023,161

9,479,983,689

3,418,939,868

2,823,169,920

225,349,492

13,175,000

357,245,456

5,770,498,555

3,699,017,628

232,505,044

1,838,807,357

【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 64,611,805,486 △ 23,682,283,586 -

純行政コスト（△） △ 20,479,844,340

財源 21,159,827,554 -

税収等 13,143,809,552

国県等補助金 8,016,018,002

本年度差額 679,983,214 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 485,717,466 485,717,466

有形固定資産等の増加 1,589,914,480 △ 1,589,914,480

有形固定資産等の減少 △ 1,845,146,827 1,845,146,827

貸付金・基金等の増加 264,327,173 △ 264,327,173

貸付金・基金等の減少 △ 494,812,292 494,812,292

資産評価差額 -

無償所管換等 418,797,633

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 75,000 444,000

本年度純資産変動額 △ 66,994,833 1,166,144,680 -

本年度末純資産残高 64,544,810,653 △ 22,516,138,906 -

418,797,633

-

-

369,000

1,099,149,847

42,028,671,747

-

40,929,521,900

△ 20,479,844,340

21,159,827,554

13,143,809,552

8,016,018,002

679,983,214

【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

147,229,113

3,220,619

150,449,732

998,103,672

△ 1,004,217,027
本年度資金収支額 △ 170,731,810
前年度末資金残高 1,018,385,750

本年度末資金残高 847,653,940

-

410,064,000

432,540

-

-

△ 791,581,064

2,672,689,027

2,672,689,027

-

1,668,472,000

1,668,472,000

582,672,306

83,565

1,205,895,025

1,625,066,281

1,784,749,910

1,589,278,304

194,271,606

1,200,000

-

-

993,168,846

919,753,887

133,674,112

11,449,293,472

9,265,075,098

1,958,907,642

225,310,732

20,394,437,046

13,112,860,187

6,227,450,671

689,517,220

364,608,968

919,837,452

144,337,176

【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

19,055,428,338

7,606,134,866

3,402,184,850

3,925,938,728


