
（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 26,112,127,428

資産合計 60,723,800,666 負債及び純資産合計 60,723,800,666

120,003,230
8,502,344

123,368,170
△ 6,651,010

47,590,035
1,793,671,836
1,673,668,606

△ 12,304,825
5,147,171,590
2,637,643,198
543,047,017

3,357,934,308
-

3,357,934,308
-

547,618,444
140,000,000
△ 50,000,000
507,938,415
24,916,175

4,518,607,517
690,123,444
2,505,000

29,441,530
16,870,600
12,570,930

363,794,372
3,614,369,970

△ 2,623,628,013

△ 29,310,149,006
-
-

1,008,529,557
△ 693,166,187
50,274,227,877

74,834,480 57,417,890,947
22,441,926,503 △ 31,305,763,519
798,689,890 -

- 1,941,712
- 負債合計 34,611,673,238
-

- -
- 261,624,506
- 172,190,260

△ 171,203,063 174,936,144
- -
- -

32,883,342,134 1,993,782,608
△ 17,384,132,718 3,041,261,428

505,556,896 2,430,568,806

9,485,896,632 2,603,564,000
2,201,617,208 -

55,576,629,076 31,570,411,810
51,028,580,029 26,908,436,320

【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

27,595,911,569 64,628,882



（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

-

94,196,557

21,590,771,689

685,344,838

618,681,595

63,372,351

-

3,290,892

94,196,557

-

20,999,623,408

538,474,931

240,018,879

16,419,032

282,037,020

14,026,885,193

11,919,805,382

2,054,291,630

52,788,181

2,544,952,279

2,187,200,551

357,751,728

-

23,544,575,687

9,517,690,494

3,828,267,114

3,252,999,657

260,372,678

5,944,000

308,950,779

5,150,948,449

3,154,080,031

122,830,502

1,874,037,916

【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 54,849,203,017 △ 30,016,297,680 -

純行政コスト（△） △ 21,590,771,689

財源 22,554,313,673 -

税収等 13,160,330,434

国県等補助金 9,393,983,239

本年度差額 963,541,984 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,455,982,008 △ 2,455,982,008

有形固定資産等の増加 3,438,925,951 △ 3,438,925,951

有形固定資産等の減少 △ 1,874,835,917 1,874,835,917

貸付金・基金等の増加 1,038,287,482 △ 1,038,287,482

貸付金・基金等の減少 △ 146,395,508 146,395,508

資産評価差額 -

無償所管換等 93,528,005

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 19,177,917 202,974,185

本年度純資産変動額 2,568,687,930 △ 1,289,465,839 -

本年度末純資産残高 57,417,890,947 △ 31,305,763,519 -

93,528,005

-

-

222,152,102

1,279,222,091

26,112,127,428

-

24,832,905,337

△ 21,590,771,689

22,554,313,673

13,160,330,434

9,393,983,239

963,541,984

【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

187,123,460
△ 25,038,468
162,084,992
2,637,643,198

771,042,811
本年度資金収支額 △ 837,172,679
前年度末資金残高 3,312,730,885
本年度末資金残高 2,475,558,206

-

10,220,774
13,082,946
798,001

41,594,000
△ 3,602,169,601

2,903,757,189
2,903,757,189

-
3,674,800,000
3,674,800,000

1,010,497,680

548,329
2,003,600,334
1,993,954,111

4,678,363,002
3,505,101,775
913,261,227

-
260,000,000

-
1,076,193,401

618,681,595

272,381,339
13,836,206,275
11,710,890,463
2,054,291,630
71,024,182

22,319,532,234
13,125,353,373
6,460,284,514
2,384,646,929
349,247,418
619,229,924

240,018,879

【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

21,709,948,533
7,873,742,258
4,031,151,943
3,330,190,097


