
(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 △ 1,728,269 純資産合計 39,849,534,984

資産合計 49,130,969,730 負債及び純資産合計 49,130,969,730

1,590,585,000
-
-

68,580,000
2,391,358,000

800,773,000

△ 3,854,961
2,698,939,619

217,617,173
23,112,715

1,210,940,000
-

1,210,940,000
-

88,747,000
75,800,000

-
53,228,357
76,140,000

1,553,702,163
217,248,767
52,701,767

-
-
-

16,137,000
1,005,435,938

△ 707,364,764

△ 77,612,565,436
-
-

-
-

111,569,840,256

12,852,000 48,891,968,111
34,719,350,008 △ 9,042,433,127

745,938,188

- 51,622,323
- 負債合計 9,281,434,746
-

- -
- 76,354,772
- 27,135,813

△ 424,179,727 -
- 17,276,331
- -

14,366,259,482 53,033,729
△ 8,476,890,743 972,860,595

513,524,688 800,471,356

3,356,543,966 1,175,662,000
512,797,100 1,193,000

46,432,030,111 8,308,574,151
44,878,327,948 7,070,875,761

【様式第１号】

期首 一般会計等 貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

9,860,906,766 7,809,661



(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 △ 1,902,144 純資産合計 38,267,858,673

資産合計 47,446,109,120 負債及び純資産合計 47,446,109,120

1,591,768,000
-
-

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

829,007,000

△ 4,083,533
2,565,339,699

96,848,749
36,492,094

1,127,087,000
-

1,127,087,000
-

88,747,000
89,900,000

-
54,839,242
94,783,000

1,503,974,380
231,348,671
52,701,671

-
-
-

46,430,600
1,068,269,598

△ 783,932,710

△ 79,513,149,778
-
-

-
-

111,809,571,329

7,668,000 47,314,670,421
33,087,692,284 △ 9,046,811,748

744,840,133

- 37,725,885
- 負債合計 9,178,250,447
-

- -
- 85,286,408
- 25,299,392

△ 436,691,083 -
- 1,214,902
- -

14,469,178,040 70,607,502
△ 8,690,506,740 992,109,279

553,271,691 842,582,692

3,589,048,861 1,000,627,000
512,797,100 592,000

44,880,769,421 8,186,141,168
43,376,795,041 7,111,993,069

【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

10,004,765,869 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

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

3,434,263

601,000

-

601,000

6,982,781,660

-

722,092,585

412,889,869

1,830,946

401,461,515

91,340,885

310,120,630

6,951,725,090

31,657,570

1,379,307

26,844,000

-

1,340,184,911

99,449,864

3,635,919,897

829,456,012

531,632,246

2,274,831,639

-

58,794,404

32,274,806

6,733,544

19,786,054

2,476,998,311

-

【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

7,353,186,605

4,876,188,294

1,181,473,993

996,737,721

85,286,408



(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 48,891,968,111 △ 9,042,433,127

純行政コスト（△） △ 6,982,781,660

財源 5,269,549,130

税収等 4,191,552,332

国県等補助金 1,077,996,798

本年度差額 △ 1,713,232,530

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,740,276,091 1,740,276,091

有形固定資産等の増加 554,960,926 △ 554,960,926

有形固定資産等の減少 △ 2,274,831,639 2,274,831,639

貸付金・基金等の増加 241,925,024 △ 241,925,024

貸付金・基金等の減少 △ 262,330,402 262,330,402

資産評価差額 △ 96

無償所管換等 218,337,806

その他 △ 55,359,309 △ 31,422,182

本年度純資産変動額 △ 1,577,297,690 △ 4,378,621

本年度末純資産残高 47,314,670,421 △ 9,046,811,748

218,337,806

△ 86,781,491

△ 1,581,676,311

38,267,858,673

△ 96

△ 1,713,232,530

【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

39,849,534,984

△ 6,982,781,660

5,269,549,130

4,191,552,332

1,077,996,798



（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 96,848,749

-
37,037,751

本年度資金収支額 △ 118,932,003
前年度末資金残高 190,481,360
本年度末資金残高 71,549,357

27,135,813
△ 1,836,421

25,299,392

883,700,000

125,532,200
187,400,000
53,200,000

-
-

△ 407,641,035

846,662,249
800,471,364
46,190,885

883,700,000

366,132,200

1,379,307
-

662,329,687
251,671,281

773,773,235
554,960,926
132,963,309
14,100,000
71,749,000

-

1,379,307

19,786,054
2,476,998,311
1,340,184,911

722,092,585
412,889,869

1,830,946
4,683,358,134
4,184,081,658

290,134,911
92,837,635

116,303,930

32,274,806

【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

5,092,637,233
2,615,638,922
1,172,542,357
1,391,035,705


