
（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 39,233,189,068

資産合計 50,297,131,144 負債及び純資産合計 50,297,131,144

1,591,768,000
73,000

1,881,876
△ 4,853,129

13,126,000
2,420,775,000

829,007,000

△ 7,969,544
2,740,854,963

247,516,552
62,335,664

1,237,333,000
-

1,237,333,000
-

88,747,000
-
-

84,992,949
94,783,000

1,551,069,076
141,929,671
53,182,671

-
-
-

79,834,146
1,712,552,900

△ 1,042,852,649

△ 80,748,163,122
-
-

121,133,458
△ 33,845,235

115,131,357,171

7,668,000 49,990,177,181
35,313,539,570 △ 10,756,988,113

763,223,152 -

- 41,385,999
- 負債合計 11,063,942,076
-

- -
- 91,664,698
- 25,299,392

△ 436,691,083 25,401,707
- 1,214,902
- -

14,517,693,040 760,678,496
△ 8,739,021,739 1,098,948,534

553,271,691 913,981,836

3,606,250,275 1,000,627,000
512,797,100 592,000

47,556,276,181 9,964,993,542
46,005,207,105 8,200,774,449

【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

10,021,967,284 2,321,597



（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

-

770,608

9,089,196,357

35,522,712

1,379,307

30,074,758

-

4,068,647

770,608

-

9,054,444,253

110,832,753

43,080,620

12,974,458

54,777,675

4,402,997,061

3,679,066,930

722,092,585

1,837,546

637,410,525

256,854,984

380,555,541

53,764,031

9,691,854,778

5,288,857,717

1,271,275,709

1,057,718,761

91,664,698

-

121,892,250

3,906,749,255

880,704,496

546,336,880

2,425,943,848

【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 51,656,711,270 △ 10,793,286,888 -

純行政コスト（△） △ 9,089,196,357

財源 7,324,599,464 -

税収等 4,861,642,523

国県等補助金 2,462,956,941

本年度差額 △ 1,764,596,893 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,818,217,850 1,818,217,850

有形固定資産等の増加 667,280,934 △ 667,280,934

有形固定資産等の減少 △ 2,429,174,606 2,429,174,606

貸付金・基金等の増加 301,468,380 △ 301,468,380

貸付金・基金等の減少 △ 357,792,558 357,792,558

資産評価差額 △ 96

無償所管換等 218,337,806

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 66,653,949 △ 17,322,182

本年度純資産変動額 △ 1,666,534,089 36,298,775 -

本年度末純資産残高 49,990,177,181 △ 10,756,988,113 -

218,337,806

-

-

△ 83,976,131

△ 1,630,235,314

39,233,189,068

△ 96

40,863,424,382

△ 9,089,196,357

7,324,599,464

4,861,642,523

2,462,956,941

△ 1,764,596,893

【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

27,135,813
△ 1,836,421

25,299,392
247,516,552

47,035,299
本年度資金収支額 △ 86,436,543
前年度末資金残高 308,653,703
本年度末資金残高 222,217,160

86,636,085

260,925,000
53,200,000

-
-

△ 475,054,275

923,300,786
863,009,901
60,290,885

970,336,085
883,700,000

125,532,200

3,233,158
662,453,395
341,582,433

914,711,475
666,683,526
176,278,949

-
71,749,000

-
439,657,200

1,379,307

91,305,735
4,402,997,061
3,679,066,930

722,092,585
1,837,546

6,991,298,867
4,856,516,779
1,675,095,054

273,217,850
186,469,184

4,612,465

43,080,620

【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

7,307,557,364
2,904,560,303
1,262,148,443
1,508,025,505


