
（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 115,903,861,716

資産合計 160,995,694,919 負債及び純資産合計 160,995,694,919

3,249,940,750

542,010

104,639,000

△ 8,570,272

-

5,879,731,950

2,629,791,200

△ 12,430,060

8,760,878,195

2,443,329,460

341,206,047

3,967,969,352

-

3,967,969,352

5,141,000

290,830,660

-

-

244,240,911

-

4,565,205,958

360,284,755

69,454,095

583,569,281

114,065,988

469,503,293

553,554,361

3,180,610,021

△ 1,785,703,346

△ 87,859,972,143

-

-

1,325,976,855

△ 221,429,739

179,148,526,943

1,808,353,260 158,114,548,674

95,771,335,932 △ 42,210,686,958

2,824,679,655 -

- 317,522,920

- 負債合計 45,091,833,203

-

- -

- 174,779,153

- 220,257,538

△ 533,300,080 222,313,466

- -

- -

44,900,337,823 16,762,884,426

△ 15,493,535,931 3,132,845,787

1,577,946,326 2,197,972,710

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

- -

152,234,816,724 41,958,987,416

147,086,041,485 24,785,603,990

【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

49,919,798,878 -



（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

-

9,399,814

57,848,153,216

32,093,542,807

69,253,630

15,325,334

-

32,008,845,193

9,399,814

118,650

25,764,010,223

542,864,993

269,961,237

10,065,734

262,838,022

15,265,532,775

11,378,875,777

3,885,181,735

1,475,263

2,408,863,618

1,284,492,129

1,124,371,489

127,190,505

28,172,873,841

12,907,341,066

3,286,159,869

2,464,695,812

182,813,153

-

638,650,904

9,078,316,204

3,158,109,391

495,199,636

5,297,816,672

【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 170,867,085,386 △ 25,680,608,830 -

純行政コスト（△） △ 57,848,153,216

財源 25,906,647,655 -

税収等 14,018,047,660

国県等補助金 11,888,599,995

本年度差額 △ 31,941,505,561 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 14,920,262,450 14,920,262,450

有形固定資産等の増加 22,824,177,277 △ 22,824,177,277

有形固定資産等の減少 △ 37,303,224,766 37,303,224,766

貸付金・基金等の増加 1,299,918,888 △ 1,299,918,888

貸付金・基金等の減少 △ 1,741,133,849 1,741,133,849

資産評価差額 △ 2,060,874

無償所管換等 2,573,164,770

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 403,378,158 491,164,983

本年度純資産変動額 △ 12,752,536,712 △ 16,530,078,128 -

本年度末純資産残高 158,114,548,674 △ 42,210,686,958 -

2,573,164,770

-

-

87,786,825

△ 29,282,614,840

115,903,861,716

△ 2,060,874

145,186,476,556

△ 57,848,153,216

25,906,647,655

14,018,047,660

11,888,599,995

△ 31,941,505,561

【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

184,576,840

12,623,315

197,200,155

2,443,329,460

△ 709,789,777
本年度資金収支額 132,879,326

前年度末資金残高 2,113,249,979

本年度末資金残高 2,246,129,305

-

1,632,127,928

7,171,400

-

159,409,482

△ 1,390,128,749

2,678,789,777

2,501,181,613

177,608,164

1,969,000,000

1,969,000,000

1,789,226,274

320,114,655

6,210,415,308

2,232,797,852

4,978,063,833

3,834,860,841

1,136,384,992

150,000

6,668,000

-

3,587,935,084

69,253,630

368,857,352

15,265,532,775

11,378,875,777

3,885,181,735

1,475,263

19,382,950,588

13,127,365,551

4,192,847,536

1,278,840,550

783,896,951

389,368,285

269,961,237

【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

22,971,199,759

7,705,666,984

3,290,409,422

3,776,438,973


