
(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

【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

49,919,798,878 -

17,659,997,480 410,499,000

- -

129,435,084,825 19,952,457,297

124,041,041,094 19,490,980,199

△ 533,300,080 -

- -

- -

44,900,337,823 50,978,098

△ 15,493,535,931 2,486,150,750

1,577,946,326 2,050,185,816

- 69,681,423

- 負債合計 22,438,608,047

-

- -

- 169,083,356

- 197,200,155

404,128,942

△ 155,091,488

152,736,704,410

1,808,353,260 135,314,815,779

73,676,812,821 △ 20,658,873,721

2,320,268,319

451,818,196

1,173,778,339

△ 729,348,944

△ 82,081,015,558

-

-

5,287,734,865

1,213,955,686

69,454,095

106,308,866

106,308,866

-

3,928,966,352

-

3,928,966,352

-

290,830,660

853,670,931

-

152,098,930

-

-

5,879,730,954

2,629,790,204

△ 7,286,103

7,659,465,280

1,700,737,273

84,763,925

△ 5,766,872 純資産合計 114,655,942,058

資産合計 137,094,550,105 負債及び純資産合計 137,094,550,105

3,249,940,750

-

-



(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

-

【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

21,578,176,425

10,596,357,456

3,034,566,164

2,324,918,143

169,083,356

5,703,948,365

540,564,665

7,180,501,995

2,513,244,183

465,075,888

4,202,181,924

-

381,289,297

171,216,697

10,044,548

200,028,052

10,981,818,969

-

3,885,181,735

1,391,378,806

1,310,063

1,309,468,255

261,772,586

1,047,695,669

20,268,708,170

32,080,504,390

69,253,630

10,584,000

-

32,000,666,760

5,871,409

-

5,871,409

52,343,341,151



(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 166,054,184,382 △ 21,350,557,600

純行政コスト（△） △ 52,343,341,151

財源 19,841,094,269

税収等 12,140,066,680

国県等補助金 7,701,027,589

本年度差額 △ 32,502,246,882

固定資産等の変動（内部変動） △ 33,196,270,500 33,196,270,500

有形固定資産等の増加 3,487,505,177 △ 3,487,505,177

有形固定資産等の減少 △ 36,202,848,684 36,202,848,684

貸付金・基金等の増加 1,223,265,029 △ 1,223,265,029

貸付金・基金等の減少 △ 1,704,192,022 1,704,192,022

資産評価差額 △ 2,060,874

無償所管換等 2,573,164,771

その他 △ 114,202,000 △ 2,339,739

本年度純資産変動額 △ 30,739,368,603 691,683,879

本年度末純資産残高 135,314,815,779 △ 20,658,873,721

△ 32,502,246,882

【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

144,703,626,782

△ 52,343,341,151

19,841,094,269

12,140,066,680

7,701,027,589

△ 2,060,874

2,573,164,771

△ 116,541,739

△ 30,047,684,724

114,655,942,058



（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

171,216,697

【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

17,387,142,792

6,405,323,823

3,045,175,003

2,988,904,071

69,253,630

200,028,052

10,981,818,969

5,703,948,365

3,885,181,735

1,391,378,806

1,310,063

13,101,424,397

12,110,653,091

5,275,130

261,801,936

723,694,240

3,197,044,928

69,253,630

-

6,137,507,459

1,782,535,434

4,620,657,977

3,477,604,985

1,136,384,992

-

6,668,000

-

1,802,900,000

1,558,245,000

1,632,127,928

6,668,000

-

4,000

△ 1,423,613,049

2,219,206,270

2,141,598,106

77,608,164

1,802,900,000

1,700,737,273

-

△ 416,306,270
本年度資金収支額 △ 57,383,885
前年度末資金残高 1,560,921,003

本年度末資金残高 1,503,537,118

184,576,840

12,623,315

197,200,155


