
(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 △ 2,340,730 純資産合計 36,821,635,938

資産合計 47,228,969,900 負債及び純資産合計 47,228,969,900

315,896,043
-
-

15,220,296
1,431,470,312
1,115,574,269

△ 5,849,104
2,125,331,872

657,608,258
23,373,736

1,192,388,716
-

1,192,388,716
-

445,327,444
802,403,046

△ 102,000,000
77,617,979
26,175,876

2,446,513,749
1,258,180,282

10,449,792

6,399,657
6,399,657

-

291,746,964
258,675,290

△ 160,489,410

△ 34,087,323,616
-
-

34,855,521
△ 34,855,515

65,068,439,224

3,239,200 46,550,328,636
31,380,781,706 △ 9,728,692,698

107,919,128

- 1,399,032
- 負債合計 10,407,333,962
-

- -
- 155,793,957
- 119,488,416

△ 211,726,147 -
- -
- -

17,521,738,186 1,399,032
△ 12,704,097,101 1,190,980,985

337,991,397 914,299,580

2,909,209,001 1,862,792,000
3,315,402,500 -

45,103,638,028 9,216,352,977
42,650,724,622 7,352,161,945

【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

11,171,757,036 -



(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

13,592,312

69,344,619

4,045,619

65,299,000

12,151,158,480

-

974,846,491

901,773,603

9,512,906

569,948,507

96,012,563

473,935,944

9,712,567,487

2,507,935,612

2,489,282,002

5,061,298

-

2,788,949,164

284,995,680

3,555,643,281

1,871,809,496

130,196,788

1,553,636,997

-

102,079,248

48,035,146

18,746,619

35,297,483

4,675,082,164

-

【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

10,282,515,994

5,607,433,830

1,949,711,301

1,508,921,664

155,793,957



(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 46,690,523,144 △ 10,179,676,339

純行政コスト（△） △ 12,151,158,480

財源 12,477,014,762

税収等 7,639,870,079

国県等補助金 4,837,144,683

本年度差額 325,856,282

固定資産等の変動（内部変動） △ 124,894,359 124,894,359

有形固定資産等の増加 1,411,744,694 △ 1,411,744,694

有形固定資産等の減少 △ 1,581,335,913 1,581,335,913

貸付金・基金等の増加 196,648,199 △ 196,648,199

貸付金・基金等の減少 △ 151,951,339 151,951,339

資産評価差額 △ 10,512

無償所管換等 △ 14,894,137

その他 △ 395,500 233,000

本年度純資産変動額 △ 140,194,508 450,983,641

本年度末純資産残高 46,550,328,636 △ 9,728,692,698

△ 14,894,137

△ 162,500

310,789,133

36,821,635,938

△ 10,512

325,856,282

【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

36,510,846,805

△ 12,151,158,480

12,477,014,762

7,639,870,079

4,837,144,683



（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 657,608,258

-
△ 323,822,789

本年度資金収支額 74,031,415
前年度末資金残高 464,088,427
本年度末資金残高 538,119,842

130,053,327
△ 10,564,911

119,488,416

580,550,000

590,258,489
97,001,000
6,668,628

15,864,535
-

△ 850,518,980

904,372,789
901,224,157

3,148,632
580,550,000

709,792,652

2,489,282,002
-

2,672,190,081
1,248,373,184

1,560,311,632
1,395,987,099

162,524,533
-

1,800,000
-

2,489,282,002

33,611,484
4,675,082,164
2,788,949,164

974,846,491
901,773,603

9,512,906
9,776,365,510
7,634,467,189
1,574,696,113

96,380,466
470,821,742

48,035,146

【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

8,710,900,405
4,035,818,241
1,945,476,834
2,008,694,777


