
（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 15,221,200 純資産合計 122,750,956,421

資産合計 144,519,092,160 負債及び純資産合計 144,519,092,160

522,100,247
2,945,765

400,000
△ 6,596,083

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

△ 19,227,128
5,284,926,421
1,240,426,486

58,737,455

5,300,331,745
-

5,300,331,745
-

253,796,500
-

△ 40,000,000
244,114,824
35,088,500

5,774,104,441
253,796,500

-

45,554,348
45,474,048

80,300

17,647,500
2,683,723,594

△ 1,829,771,580

△ 284,193,723,592
-
-

2,303,597,579
△ 1,533,866,453
386,319,977,928

87,931,721 143,207,957,337
104,097,622,453 △ 20,457,000,916

1,183,989,491 -

△ 360,642 771,381
- 負債合計 21,768,135,739
-

- -
- 195,498,692

601,071 28,209,340

△ 1,380,377,303 39,626,354
- -
- -

45,025,835,565 87,015,532
△ 24,412,126,121 2,168,153,393

1,800,121,822 1,904,047,626

6,359,463,590 2,652,680,000
966,621,580 -

139,218,944,539 19,599,982,346
133,399,285,750 16,410,719,919

【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

28,447,711,283 449,566,895



（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

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

7,694,197

55,821,285

28,446,894,412

437,494,861

410,313,546

26,769,473

-

411,842

63,515,482

-

28,072,915,033

308,771,847

111,688,750

26,296,080

170,787,017

12,035,287,897

10,084,340,472

1,938,228,265

12,719,160

1,552,910,098

810,264,692

742,645,406

-

29,625,825,131

17,590,537,234

4,138,740,794

2,650,678,084

194,957,624

716,389,858

576,715,228

13,143,024,593

4,351,955,960

676,121,376

8,114,947,257

【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 149,179,828,630 △ 19,541,521,241 -

純行政コスト（△） △ 28,446,894,412

財源 21,636,443,242 -

税収等 13,102,043,223

国県等補助金 8,534,400,019

本年度差額 △ 6,810,451,170 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,880,331,113 5,880,331,113

有形固定資産等の増加 2,692,588,435 △ 2,692,588,435

有形固定資産等の減少 △ 8,124,959,446 8,124,959,446

貸付金・基金等の増加 746,836,265 △ 746,836,265

貸付金・基金等の減少 △ 1,194,796,367 1,194,796,367

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 91,540,180

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 - 14,640,382

本年度純資産変動額 △ 5,971,871,293 △ 915,479,675 -

本年度末純資産残高 143,207,957,337 △ 20,457,000,916 -

14,640,382

△ 6,887,350,968

122,750,956,421

-

129,638,307,389

△ 28,446,894,412

21,636,443,242

13,102,043,223

8,534,400,019

△ 6,810,451,170

△ 91,540,180

-

-

【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

35,884,973
△ 7,675,633

28,209,340
1,240,426,486

615,601,485
本年度資金収支額 32,786,298
前年度末資金残高 1,179,430,848
本年度末資金残高 1,212,217,146

2,180,000

1,033,959,449
6,392,700

16,339,333
8,060,000

△ 1,075,153,842

1,856,651,515
1,856,651,515

-
2,472,253,000
2,470,073,000

1,160,428,000

1,378,295
973,600,737
492,338,655

3,300,333,324
2,673,215,388

627,117,936
-
-
-

2,225,179,482

410,313,546

170,787,017
12,035,287,897
10,084,340,472
1,938,228,265

12,719,160
21,111,927,353
13,111,013,753
6,400,371,282

814,213,276
786,329,042
411,691,841

111,688,750

【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

21,181,497,594
9,146,209,697
3,813,984,824
5,049,749,106


