
（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 36,807,892,406

資産合計 83,916,693,861 負債及び純資産合計 83,916,693,861

633,484,772
38,649,238

658,077
△ 31,671,246

13,638,800
2,060,476,997
1,426,992,225

△ 64,369,718
4,510,712,587
1,790,318,648

638,642,073

7,115,708,826
-

7,115,708,826
-

133,481,529
125,000,000

△ 66,634,869
1,762,636,053

89,603,800

9,105,925,621
268,981,529
10,500,000

89,968,213
60,296,026
29,672,187

41,911,423
5,925,057,849

△ 4,140,851,298

△ 80,794,177,837
-
-

2,037,213,938
△ 1,192,003,276
108,851,675,543

3,892,320 81,480,097,071
30,875,984,423 △ 44,672,204,665
1,931,364,632 -

- 104,973,816
- 負債合計 47,108,801,455
-

- -
- 345,275,692
- 72,289,876

△ 47,430,401 208,239,164
2,451,600 52,397,075

△ 350,578 183,876

43,773,373,338 3,116,932,040
△ 23,071,789,734 4,350,179,876

791,401,422 3,566,820,377

13,207,616,199 3,476,233,297
2,890,732,300 -

79,405,981,274 42,758,621,579
70,210,087,440 36,165,456,242

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(平成31年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

37,549,896,466 -



（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 35,479,547,054

資産合計 82,124,185,087 負債及び純資産合計 82,124,185,087

633,486,739
36,918,072

601,712
△ 27,159,962

12,625,800
1,814,825,884
1,181,339,145

△ 60,741,424
4,171,142,970
1,693,022,087

640,309,377

6,762,431,883
-

6,762,431,883
-

156,938,299
-

△ 75,882,448
1,694,258,886

86,268,000

8,677,773,196
271,438,299
114,500,000

65,433,006
37,502,189
27,930,817

54,853,242
6,112,740,449

△ 4,431,122,890

△ 81,752,638,553
-
-

2,084,230,289
△ 1,246,386,049
109,656,536,324

84,191,567 79,780,493,801
30,727,959,885 △ 44,300,946,747
1,931,364,632 -

- 123,465,006
- 負債合計 46,644,638,033
-

- -
- 290,556,560
- 63,110,083

△ 104,058,363 150,525,170
2,451,600 58,921,029

△ 701,156 353,162

43,863,009,971 2,948,554,764
△ 24,094,292,730 4,365,590,059

938,562,425 3,678,659,049

13,220,362,857 3,624,271,412
2,890,732,300 -

77,953,042,117 42,279,047,974
69,209,835,915 35,706,221,798

【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

36,800,258,471 -



（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

-

26,069,364

34,205,143,574

272,717,158

234,150,647

16,233,660

-

13,085,272

26,069,364

9,247,579

33,958,495,780

664,711,704

326,375,058

70,296,111

268,040,535

20,797,099,906

16,893,807,225

3,867,234,665

36,058,016

3,683,254,421

926,377,051

2,756,877,370

522,695,572

37,641,750,201

16,844,650,295

5,834,602,811

4,165,723,521

288,965,560

148,589,743

1,231,323,987

10,345,335,780

5,840,559,701

1,535,264,950

2,446,815,557

【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 81,480,097,071 △ 44,672,204,665 -

純行政コスト（△） △ 34,205,143,574

財源 32,768,947,604 -

税収等 19,518,475,629

国県等補助金 13,250,471,975

本年度差額 △ 1,436,195,970 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,702,418,759 1,702,418,759

有形固定資産等の増加 1,426,758,131 △ 1,426,758,131

有形固定資産等の減少 △ 2,450,963,716 2,450,963,716

貸付金・基金等の増加 2,254,532,160 △ 2,254,532,160

貸付金・基金等の減少 △ 2,932,745,334 2,932,745,334

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 581,147

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 3,396,636 105,035,129

本年度純資産変動額 △ 1,699,603,270 371,257,918 -

本年度末純資産残高 79,780,493,801 △ 44,300,946,747 -

△ 581,147

-

-

108,431,765

△ 1,328,345,352

35,479,547,054

-

36,807,892,406

△ 34,205,143,574

32,768,947,604

19,518,475,629

13,250,471,975

△ 1,436,195,970

【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

64,206,006
△ 9,258,930

54,947,076
1,693,022,087

△ 250,054,672
本年度資金収支額 △ 88,037,631
前年度末資金残高 1,726,112,642
本年度末資金残高 1,638,075,011

673,430,000

1,516,591,340
1,168,338,800

-
62,744,182

△ 762,427,149

3,664,106,672
3,567,217,772

96,888,900
3,414,052,000
2,740,622,000

4,294,000

3,664,230
1,726,582,463

924,444,190

3,514,395,471
1,423,687,327

916,251,648
11,851,496

1,162,605,000
-

2,751,968,322

234,150,647

400,704,701
20,797,099,906
16,893,807,225
3,867,234,665

36,058,016
34,614,558,682
19,431,003,285
11,538,517,512

936,476,018
2,708,561,867

237,814,877

326,375,058

【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

35,178,882,078
14,381,782,172
5,739,078,200
7,915,624,213


