
(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 △ 7,942,489 純資産合計 93,073,318,389

資産合計 135,438,703,893 負債及び純資産合計 135,438,703,893

3,614,097,542
-
-

12,476,010
12,547,171,235
8,933,073,693

△ 38,823,358
13,015,383,503

343,781,089
119,897,658

5,424,415,945
-

5,424,415,945
-

268,604,201
477,800,000

-
851,711,952
153,450,354

7,140,384,594
749,629,701

3,225,500

18,595,451
18,595,451

-

1,389,149,540
3,931,472,928

△ 3,030,845,196

△ 55,757,892,197
1,900,149,827

△ 1,223,967,877

988,652,310
△ 666,859,523

103,649,106,911

71,891,230 134,982,967,635
53,023,863,261 △ 41,909,649,246
2,745,524,270

- -
6,473,344,000 負債合計 42,365,385,504

△ 2,523,168,624

- -
- 482,662,787
- 90,875,879

△ 2,327,030,676 -
- -
- -

85,707,979,913 -
△ 46,010,305,909 3,510,357,807

3,585,395,653 2,936,819,141

16,361,743,765 5,436,011,000
- -

122,423,320,390 38,855,027,697
115,264,340,345 33,419,016,697

【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

61,339,849,352 -



(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

32,406

5,263,130

-

5,263,130

30,558,742,545

-

5,998,221,510

2,529,858,764

14,357,373

1,308,201,431

455,205,674

852,995,757

30,519,535,477

44,470,198

6,192,260

38,245,532

-

4,749,016,958

584,312,200

10,870,868,198

5,881,447,271

191,066,494

4,798,354,433

-

421,255,537

236,600,733

51,915,724

132,739,080

13,291,454,605

-

【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

31,827,736,908

18,536,282,303

7,244,158,568

6,177,183,581

482,662,787



(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 137,296,832,045 △ 40,737,741,533

純行政コスト（△） △ 30,558,742,545

財源 27,212,647,065

税収等 20,088,846,800

国県等補助金 7,123,800,265

本年度差額 △ 3,346,095,480

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,172,469,504 2,172,469,504

有形固定資産等の増加 3,487,738,222 △ 3,487,738,222

有形固定資産等の減少 △ 5,174,738,822 5,174,738,822

貸付金・基金等の増加 986,193,006 △ 986,193,006

貸付金・基金等の減少 △ 1,471,661,910 1,471,661,910

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 134,657,643

その他 △ 6,737,263 1,718,263

本年度純資産変動額 △ 2,313,864,410 △ 1,171,907,713

本年度末純資産残高 134,982,967,635 △ 41,909,649,246

△ 134,657,643

△ 5,019,000

△ 3,485,772,123

93,073,318,389

-

△ 3,346,095,480

【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

96,559,090,512

△ 30,558,742,545

27,212,647,065

20,088,846,800

7,123,800,265



（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 343,781,089

-
106,264,918

本年度資金収支額 △ 1,264,556,269
前年度末資金残高 1,517,461,479
本年度末資金残高 252,905,210

109,674,698
△ 18,798,819

90,875,879

3,026,500,000

711,747,000
696,254,948
592,119,000
78,807,826

200,000
△ 1,913,452,738

2,920,235,082
2,920,235,082

-
3,026,500,000

2,079,128,774

6,192,260
-

594,129,000
542,631,551

3,992,581,512
3,150,727,431

251,594,081
-

590,260,000
-

6,192,260

132,739,080
13,291,454,605
4,749,016,958
5,998,221,510
2,529,858,764

14,357,373
27,008,713,653
20,095,632,212
5,817,924,265

465,037,559
630,119,617

236,600,733

【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

27,054,018,842
13,762,564,237
7,243,030,899
6,150,193,525


