
（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 57,146,277,920

資産合計 98,308,967,520 負債及び純資産合計 98,308,967,520

835,991,031
-
-

△ 13,294,890

10,900,592
4,945,896,775
4,109,905,744

△ 34,630,129
9,993,718,395
4,754,639,844

295,576,074

4,674,635,446
-

4,674,635,446
-

57,501,444
2,300,000

-
467,113,296
30,925,516

5,197,895,573
59,851,444

50,000

502,768,479
-

502,768,479

202,968,894
6,719,359,446

△ 3,473,224,052

△ 37,935,216,177
-
-

2,258,635,712
△ 495,487,137
80,280,920,413

305,682,000 93,272,046,492
51,067,172,734 △ 36,125,768,572
6,755,351,029 -

- -
- 負債合計 41,162,689,600
-

- -
- 187,625,366
- 169,474,317

△ 39,686,563 699,747,068
- -
- -

33,747,216,835 9,428,301,903
△ 18,793,927,955 3,637,299,267

259,277,463 2,580,452,516

12,463,807,765 -
358,907,400 -

88,315,249,125 37,525,390,333
82,614,585,073 28,097,088,430

【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

28,301,276,945 -



（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 58,061,579,599

資産合計 100,124,938,231 負債及び純資産合計 100,124,938,231

986,390,689
-
-

△ 15,029,604

7,741,893
5,337,690,897
4,351,300,208

△ 28,908,915
9,417,603,264
3,770,469,369

316,730,709

4,888,302,094
-

4,888,302,094
-

56,825,985
-
-

384,321,448
24,404,083

5,327,294,695
59,175,985
2,350,000

508,737,109
-

508,737,109

355,042,250
6,732,687,194

△ 3,810,293,555

△ 39,646,381,583
-
-

2,273,726,622
△ 572,305,320
81,254,655,075

2,771,189,414 96,052,767,757
50,470,057,376 △ 37,991,188,158
6,805,320,332 -

- 4,975,960
- 負債合計 42,063,358,632
-

- -
- 201,546,748
- 58,844,048

△ 50,780,595 119,380,626
- -
- -

34,522,829,854 9,409,139,820
△ 19,578,086,270 3,321,625,319

336,825,400 2,936,877,937

13,117,966,945 -
358,907,400 -

90,707,334,967 38,741,733,313
84,871,303,163 29,332,593,493

【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

31,478,852,148 -



（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

-

2,941,860

30,526,011,766

34,214,463

1,989,000

2,160,000

-

30,065,463

2,941,860

-

30,494,739,163

897,681,676

275,561,442

79,678,531

542,441,703

22,093,133,719

17,373,046,713

4,503,007,757

217,079,249

2,371,723,406

1,717,955,783

653,767,623

-

32,866,462,569

10,773,328,850

3,234,102,004

2,462,050,525

201,546,748

-

570,504,731

6,641,545,170

3,382,640,211

209,425,552

3,049,479,407

【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 93,272,046,492 △ 36,125,768,572 -

純行政コスト（△） △ 30,526,011,766

財源 31,270,662,155 -

税収等 16,847,258,331

国県等補助金 14,423,403,824

本年度差額 744,650,389 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,077,118,117 △ 3,077,118,117

有形固定資産等の増加 5,245,203,415 △ 5,245,203,415

有形固定資産等の減少 △ 3,049,490,407 3,049,490,407

貸付金・基金等の増加 1,771,433,403 △ 1,771,433,403

貸付金・基金等の減少 △ 890,028,294 890,028,294

資産評価差額 -

無償所管換等 90,303,973

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 386,700,825 467,048,142

本年度純資産変動額 2,780,721,265 △ 1,865,419,586 -

本年度末純資産残高 96,052,767,757 △ 37,991,188,158 -

90,303,973

-

-

80,347,317

915,301,679

58,061,579,599

-

57,146,277,920

△ 30,526,011,766

31,270,662,155

16,847,258,331

14,423,403,824

744,650,389

【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

169,138,434
△ 110,816,891

58,321,543
3,770,469,369

1,493,102,118
本年度資金収支額 △ 873,353,584
前年度末資金残高 4,585,501,410
本年度末資金残高 3,712,147,826

357,944,000

693,567,574
7,374,028

11,000
3,973,500

△ 4,899,086,557

3,038,224,882
2,577,252,516

460,972,366
4,531,327,000
4,173,383,000

1,015,999,000

13,946,055
476,842,966

2,532,630,855

6,620,011,659
5,044,069,040
1,146,155,344

357,944,000
3,120,460

68,722,815
1,720,925,102

1,989,000

920,364,653
22,093,133,719
17,373,046,713
4,503,007,757

217,079,249
32,201,602,038
16,800,949,973
13,056,890,313
1,740,117,929

603,643,823
15,935,055

275,561,442

【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

30,129,879,094
8,036,745,375
3,220,115,633
3,620,703,647
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