【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
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産
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
資産合計

金額

科目

【負債の部】
45,360,604,793 固定負債
40,441,688,655
地方債
23,917,400,811
長期未払金
9,275,154,152
退職手当引当金
2,201,617,208
損失補償等引当金
28,707,312,105
その他
△ 16,506,632,909 流動負債
172,196,384
1年内償還予定地方債
△ 7,080,609
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
- 【純資産の部】
74,834,480 固定資産等形成分
16,376,446,763 余剰分（不足分）
658,882,291
221,284,046
△ 167,808,018
41,372,696,919
△ 25,807,150,909
98,542,434
867,213,741
△ 719,372,660
16,870,600
16,870,600
4,902,045,538
1,386,123,444
2,505,000
547,618,444
836,000,000
△ 746,000,000
289,937,542
824,878,238
3,152,733,958
3,152,733,958
△ 5,627,644
3,068,574,896
1,289,914,191
65,327,226
47,590,035
1,667,250,520
1,547,247,290
120,003,230
△ 1,507,076
純資産合計
48,429,179,689
負債及び純資産合計

(単位：円）
金額
22,280,519,854
19,778,621,972
64,628,882
2,437,269,000
2,092,749,286
1,742,025,463
18,883,379
168,827,935
162,084,992
927,517
24,373,269,140
47,075,445,348
△ 23,019,534,799

24,055,910,549
48,429,179,689

【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
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

(単位：円）
金額
15,064,638,214
5,912,387,721
2,398,305,469
1,944,775,517
168,827,935
284,702,017
3,294,900,753
1,806,345,797
97,655,200
1,390,899,756
219,181,499
127,648,044
10,235,575
81,297,880
9,152,250,493
5,288,393,258
2,053,351,630
1,764,877,724
45,627,881
356,621,204
157,381,057
199,240,147
14,708,017,010
682,053,946
618,681,595
63,372,351
87,174,948
87,174,948
15,302,896,008

【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
(単位：円）

科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

合計

22,850,664,232
△ 15,302,896,008
16,366,531,590
10,859,506,865
5,507,024,725
1,063,635,582

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

93,528,005
48,082,730
1,205,246,317
24,055,910,549

固定資産
等形成分

44,629,970,936

2,332,768,490
2,769,989,145
△ 1,391,697,757
1,077,010,668
△ 122,533,566
93,528,005
19,177,917
2,445,474,412
47,075,445,348

余剰分
（不足分）

△ 21,779,306,704
△ 15,302,896,008
16,366,531,590
10,859,506,865
5,507,024,725
1,063,635,582
△ 2,332,768,490
△ 2,769,989,145
1,391,697,757
△ 1,077,010,668
122,533,566

28,904,813
△ 1,240,228,095
△ 23,019,534,799

【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
（単位：円）
科目
【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
本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高
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

金額

13,743,942,581
4,766,891,870
2,590,572,598
1,967,373,348
127,648,044
81,297,880
8,977,050,711
5,094,957,475
2,053,351,630
1,764,877,724
63,863,882
11,210,692,065
10,844,042,734
2,640,010
152,763,397
211,245,924
618,681,595
618,681,595
4,633,948,715
1,482,016,604
3,781,419,396
2,769,989,145
751,430,251
260,000,000
926,927,068
870,436,000
10,220,774
45,472,293
798,001
△ 2,854,492,328
1,671,174,403
1,671,174,403
2,457,100,000
2,457,100,000
785,925,597
△ 586,550,127
1,714,379,326
1,127,829,199
187,123,460
△ 25,038,468
162,084,992
1,289,914,191

