
（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 38,776,081,091

資産合計 50,892,964,689 負債及び純資産合計 50,892,964,689

315,896,043
13,889,214

-
△ 5,150,642

15,220,296
1,665,594,924
1,349,698,881

△ 12,662,282
3,823,693,332
1,938,979,824

195,159,716

1,241,767,344
-

1,241,767,344
-

445,327,444
-

△ 102,000,000
147,855,633
26,175,876

1,756,913,807
455,777,236
10,449,792

6,582,910
6,399,657

183,253

291,746,964
1,108,717,379

△ 863,671,364

△ 34,728,305,053
-
-

69,483,141
△ 56,263,709

66,349,005,643

3,239,200 48,750,086,577
32,065,630,175 △ 9,974,005,486

139,963,189 -

- 2,427,172
- 負債合計 12,116,883,598
-

- -
- 189,662,957
- 119,512,880

△ 211,726,147 33,654,372
- -
- 2,300

20,255,256,050 266,310,309
△ 13,722,575,566 1,399,263,700

337,991,397 1,054,004,019

3,017,511,016 1,874,545,000
3,315,402,500 -

47,069,271,357 10,717,619,898
45,305,774,640 8,576,764,589

【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

12,995,098,450 -



（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

4,045,619

68,626,691

17,030,083,571

2,510,455,465

2,489,282,002

5,061,298

-

16,112,165

72,672,310

-

14,592,300,416

204,791,948

66,705,351

31,943,199

106,143,398

9,252,748,703

8,268,381,106

974,846,491

9,521,106

1,538,594,555

912,108,811

626,485,744

-

16,130,894,971

6,878,146,268

2,610,314,391

2,038,923,483

189,662,957

-

381,727,951

4,063,039,929

2,223,358,685

137,744,600

1,701,936,644

【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 49,006,423,265 △ 10,628,412,312 -

純行政コスト（△） △ 17,030,083,571

財源 17,413,871,185 -

税収等 9,478,896,865

国県等補助金 7,934,974,320

本年度差額 383,787,614 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 241,036,539 241,036,539

有形固定資産等の増加 1,440,064,582 △ 1,440,064,582

有形固定資産等の減少 △ 1,729,635,560 1,729,635,560

貸付金・基金等の増加 235,699,394 △ 235,699,394

貸付金・基金等の減少 △ 187,164,955 187,164,955

資産評価差額 △ 10,512

無償所管換等 △ 14,894,137

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 395,500 29,582,673

本年度純資産変動額 △ 256,336,688 654,406,826 -

本年度末純資産残高 48,750,086,577 △ 9,974,005,486 -

△ 14,894,137

-

-

29,187,173

398,070,138

38,776,081,091

△ 10,512

38,378,010,953

△ 17,030,083,571

17,413,871,185

9,478,896,865

7,934,974,320

383,787,614

【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

130,053,327
△ 10,564,911

119,488,416
1,938,979,824

△ 461,488,077
本年度資金収支額 104,291,428
前年度末資金残高 1,715,199,980
本年度末資金残高 1,819,491,408

-

97,001,000
6,668,628

15,864,535
10,977,512

△ 879,788,105

1,042,038,077
986,750,357
55,287,720

580,550,000
580,550,000

633,685,489

1,916,353
2,672,299,222
1,445,567,610

1,643,985,269
1,462,071,197

180,114,072
-

1,800,000
-

764,197,164

2,489,282,002

109,338,815
9,223,735,703
8,239,368,106

974,846,491
9,521,106

15,641,665,818
9,435,102,346
4,672,525,750

902,196,775
631,840,947

2,491,198,355

66,705,351

【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

14,377,199,075
5,153,463,372
2,603,189,645
2,374,229,561


