
（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 99,703,569,359

資産合計 152,675,296,281 負債及び純資産合計 152,675,296,281

3,614,097,542
38,547,522
49,368,000

△ 22,234,839

12,476,010
12,938,889,874
9,324,792,332

△ 56,031,012
15,706,044,583
2,248,882,168

440,115,848

5,605,582,640
-

5,605,582,640
-

268,604,201
-
-

976,858,704
153,450,354

6,951,690,387
271,829,701

3,225,500

18,855,851
18,595,451

260,400

1,532,161,462
6,795,313,587

△ 5,407,469,893

△ 67,183,068,067
1,974,704,387

△ 1,225,388,195

3,040,001,607
△ 2,049,551,460
127,992,254,496

71,891,230 149,920,617,582
67,245,731,646 △ 50,217,048,223
3,164,617,416 -

- 14,149,772
6,473,344,000 負債合計 52,971,726,922

△ 2,523,168,624

- -
- 503,310,888
- 90,875,879

△ 2,327,030,676 269,385,882
- -
- 7,012,817

85,776,477,913 3,189,430,071
△ 46,067,177,869 4,438,909,538

3,585,395,653 3,554,174,300

16,375,398,493 5,436,744,000
- -

136,969,251,698 48,532,817,384
129,998,705,460 39,906,643,313

【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

61,365,130,120 -



（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

-

7,507,530

45,079,856,545

46,413,051

6,192,260

38,245,532

-

1,975,259

7,507,530

-

45,040,951,024

818,828,400

386,998,420

102,615,010

329,214,970

27,308,897,754

21,281,413,398

6,010,218,182

17,266,174

2,894,264,904

1,849,035,605

1,045,229,299

-

47,935,215,928

20,626,318,174

7,578,047,294

6,379,289,788

500,465,888

-

698,291,618

12,229,442,480

6,586,080,218

248,055,624

5,395,306,638

【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 151,932,303,975 △ 48,891,815,300 -

純行政コスト（△） △ 45,079,856,545

財源 41,882,613,872 -

税収等 25,855,525,850

国県等補助金 16,027,088,022

本年度差額 △ 3,197,242,673 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,870,291,487 1,870,291,487

有形固定資産等の増加 4,043,749,478 △ 4,043,749,478

有形固定資産等の減少 △ 5,771,691,027 5,771,691,027

貸付金・基金等の増加 1,450,913,354 △ 1,450,913,354

貸付金・基金等の減少 △ 1,593,263,292 1,593,263,292

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 134,657,643

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 6,737,263 1,718,263

本年度純資産変動額 △ 2,011,686,393 △ 1,325,232,923 -

本年度末純資産残高 149,920,617,582 △ 50,217,048,223 -

△ 134,657,643

-

-

△ 5,019,000

△ 3,336,919,316

99,703,569,359

-

103,040,488,675

△ 45,079,856,545

41,882,613,872

25,855,525,850

16,027,088,022

△ 3,197,242,673

【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

109,674,698
△ 18,798,819

90,875,879
2,248,882,168

△ 65,076,145
本年度資金収支額 △ 1,446,883,406
前年度末資金残高 3,604,889,695
本年度末資金残高 2,158,006,289

-

696,254,948
592,119,000
78,807,826
6,356,000

△ 2,757,651,591

3,517,676,145
3,517,676,145

-
3,452,600,000
3,452,600,000

726,704,000

1,124,942
609,256,003

1,375,844,330

4,857,893,365
3,633,630,534

634,002,831
-

590,260,000
-

2,100,241,774

6,192,260

316,050,888
27,308,897,754
21,281,413,398
6,010,218,182

17,266,174
43,274,016,299
25,740,718,543
14,706,085,022
1,833,717,670

993,495,064
7,317,202

386,998,420

【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

42,500,110,770
15,191,213,016
7,577,401,335
6,910,762,373


