
(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 △ 2,269,209 純資産合計 27,892,739,709

資産合計 36,728,771,732 負債及び純資産合計 36,728,771,732

193,597,000
-
-

7,984,500
1,936,876,000
1,743,279,000

△ 4,165,855
2,338,494,494

362,636,101
33,267,102

2,227,140,000
-

2,227,140,000
-

24,504,830
5,000,000

-
62,874,123
21,510,000

2,347,052,841
39,694,573
10,189,743

55,973,676
55,973,676

-

47,752,000
973,053,899

△ 876,287,951

△ 36,818,751,464
-
-

272,700,921
△ 214,735,576
52,524,279,052

21,135,600 36,335,137,738
18,341,055,346 △ 8,442,398,029
2,529,810,413

- 5,086,445
- 負債合計 8,836,032,023
-

- -
- 94,689,061
- 52,703,050

△ 465,694,787 -
- -
- -

19,798,117,280 4,971,456
△ 11,963,787,422 804,432,495

1,015,802,769 651,953,939

4,866,649,187 891,734,899
277,206,800 -

34,390,277,238 8,031,599,528
31,987,250,721 7,134,893,173

【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

13,549,429,427 -



(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 △ 1,229,421 純資産合計 26,997,170,695

資産合計 35,847,601,785 負債及び純資産合計 35,847,601,785

174,351,000
-
-

9,751,000
1,912,340,000
1,737,989,000

△ 2,442,146
2,292,105,538

339,800,241
31,443,718

2,328,351,000
-

2,328,351,000
-

29,395,625
-
-

62,967,862
14,703,500

2,442,402,582
38,822,366
9,426,741

10,392,192
10,392,192

-

56,077,000
992,638,942

△ 914,748,231

△ 37,725,387,297
-
-

272,700,921
△ 219,781,132
52,692,258,052

21,135,600 35,477,587,247
17,606,427,717 △ 8,480,416,552
2,530,560,173

- 710,208
- 負債合計 8,850,431,090
-

- -
- 94,875,694
- 52,751,767

△ 560,157,830 -
- -
- -

19,956,858,380 4,261,248
△ 12,167,477,863 830,127,813

1,024,168,771 681,790,144

4,866,649,187 955,511,000
277,206,800 -

33,555,496,247 8,020,303,277
31,102,701,473 7,060,531,029

【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

13,418,383,045 -



(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

701,604

-

-

-

9,948,116,951

-

1,462,290,783

955,853,801

3,404,490

397,680,098

136,464,836

261,215,262

9,846,198,043

101,918,908

56,391,450

44,825,854

-

2,609,211,902

95,424,099

3,710,311,754

1,932,354,380

314,999,631

1,462,957,743

-

102,552,088

52,987,965

2,184,941

47,379,182

5,030,760,976

63,776,101

【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

10,243,878,141

5,213,117,165

1,400,253,323

1,146,177,429

94,875,694



(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 36,335,137,738 △ 8,442,398,029

純行政コスト（△） △ 9,948,116,951

財源 9,127,578,731

税収等 6,090,149,550

国県等補助金 3,037,429,181

本年度差額 △ 820,538,220

固定資産等の変動（内部変動） △ 782,519,697 782,519,697

有形固定資産等の増加 607,094,803 △ 607,094,803

有形固定資産等の減少 △ 1,462,957,743 1,462,957,743

貸付金・基金等の増加 532,992,102 △ 532,992,102

貸付金・基金等の減少 △ 459,648,859 459,648,859

資産評価差額 △ 763,002

無償所管換等 △ 74,267,792

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 857,550,491 △ 38,018,523

本年度末純資産残高 35,477,587,247 △ 8,480,416,552

△ 74,267,792

-

△ 895,569,014

26,997,170,695

△ 763,002

△ 820,538,220

【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

27,892,739,709

△ 9,948,116,951

9,127,578,731

6,090,149,550

3,037,429,181



（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 339,800,241

-
△ 49,612,384

本年度資金収支額 △ 22,884,577
前年度末資金残高 309,933,051
本年度末資金残高 287,048,474

52,703,050
48,717

52,751,767

607,428,000

327,448,220
375,150,000
52,940,000

-
7,753,000

△ 343,528,583

657,040,384
651,953,939

5,086,445
607,428,000

763,291,220

56,391,450
-

143,915,497
370,256,390

1,106,819,803
607,094,803
451,825,000

-
47,900,000

-

56,391,450

47,379,182
5,030,760,976
2,609,211,902
1,462,290,783

955,853,801
3,404,490

9,042,330,920
6,078,349,466
2,566,065,464

138,116,736
259,799,254

52,987,965

【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

8,759,598,577
3,728,837,601
1,336,290,589
2,292,179,865


