
(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 △ 2,396,114 純資産合計 118,268,761,062

資産合計 138,431,969,376 負債及び純資産合計 138,431,969,376

522,100,247
-
-

6,392,700
3,982,620,098
3,460,519,851

△ 8,108,713
4,814,915,209

805,247,460
23,051,065

4,054,418,556
-

4,054,418,556
-

253,796,500
-

△ 40,000,000
140,370,202
35,088,500

4,435,565,045
253,796,500

-

17,648,928
17,648,928

-

9,961,500
2,338,174,657

△ 1,553,089,000

△ 282,208,359,797
-
-

2,184,852,733
△ 1,470,486,421
380,916,847,595

87,931,721 137,606,066,965
100,607,834,219 △ 19,337,305,903

1,175,018,609

△ 360,642 37,177
- 負債合計 20,163,208,314
-

- -
- 188,925,407

601,071 28,209,340

△ 1,380,377,303 25,439,361
- -
- -

43,778,525,565 -
△ 23,798,722,125 1,977,414,343

1,799,296,822 1,734,803,058

6,317,403,629 2,652,680,000
966,621,580 -

133,617,054,167 18,185,793,971
129,163,840,194 15,083,547,076

【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

27,770,920,318 449,566,895



(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

-

63,515,482

7,694,197

55,821,285

22,281,092,715

-

1,937,127,093

1,071,101,557

6,355,060

971,902,265

446,577,806

525,324,459

21,908,892,231

435,715,966

410,313,546

25,402,420

-

3,436,829,114

548,124,069

12,225,166,497

3,659,827,924

625,662,059

7,939,676,514

-

170,297,801

80,671,318

10,676,936

78,949,547

6,451,412,824

716,389,858

【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

22,880,794,496

16,429,381,672

4,033,917,374

2,580,478,040

188,925,407



(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 143,559,845,443 △ 18,408,700,340

純行政コスト（△） △ 22,281,092,715

財源 15,477,788,472

税収等 10,767,627,277

国県等補助金 4,710,161,195

本年度差額 △ 6,803,304,243

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,862,238,298 5,862,238,298

有形固定資産等の増加 2,581,973,633 △ 2,581,973,633

有形固定資産等の減少 △ 7,939,676,517 7,939,676,517

貸付金・基金等の増加 628,035,592 △ 628,035,592

貸付金・基金等の減少 △ 1,132,571,006 1,132,571,006

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 91,540,180

その他 - 12,460,382

本年度純資産変動額 △ 5,953,778,478 △ 928,605,563

本年度末純資産残高 137,606,066,965 △ 19,337,305,903

△ 91,540,180

12,460,382

△ 6,882,384,041

118,268,761,062

-

△ 6,803,304,243

【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

125,151,145,103

△ 22,281,092,715

15,477,788,472

10,767,627,277

4,710,161,195



（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 805,247,460

-
743,504,061

本年度資金収支額 101,841,817
前年度末資金残高 675,196,303
本年度末資金残高 777,038,120

35,884,973
△ 7,675,633

28,209,340

2,434,273,000

1,142,128,000
1,028,478,885

6,392,700
7,694,200

-
△ 967,573,063

1,690,768,939
1,690,768,939

-
2,434,273,000

2,184,693,785

410,313,546
-

965,135,737
325,910,819

3,152,266,848
2,607,781,519

544,485,329
-
-
-

410,313,546

78,949,547
6,451,412,824
3,436,829,114
1,937,127,093
1,071,101,557

6,355,060
14,405,715,409
10,785,651,415
2,602,897,458

447,412,216
569,754,320

80,671,318

【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

14,634,626,781
8,183,213,957
3,712,700,689
4,310,892,403


