
(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 △ 832,685 純資産合計 11,088,421,320

資産合計 30,045,994,703 負債及び純資産合計 30,045,994,703

173,189,981
-
-

1,231,360
1,396,359,037
1,223,169,056

△ 3,580,559
2,590,115,709
1,170,073,151

23,284,846

3,990,808,152
-

3,990,808,152
-

338,134,000
181,500,000

△ 26,690,010
156,037,441
47,838,643

4,684,047,667
519,634,000

-

14,495,760
14,495,760

-

121,423,194
107,037,538

△ 17,127,468

△ 20,299,549,376
-
-

426,957,945
△ 300,002,161
29,452,857,507

150,124,765 28,853,469,391
9,523,184,890 △ 17,765,048,071

121,497,781

- -
- 負債合計 18,957,573,383
-

- -
- 100,883,004
- 721,164

△ 1,747,262,004 -
- -
- -

26,093,625,894 -
△ 17,264,943,283 2,043,959,307

2,130,575,122 1,942,355,139

2,754,997,359 603,488,000
1,027,122,754 503,000

27,455,878,994 16,913,614,076
22,757,335,567 16,309,623,076

【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

13,144,240,607 -



(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 △ 868,683 純資産合計 11,315,210,045

資産合計 32,630,565,248 負債及び純資産合計 32,630,565,248

294,250,216
-
-

88,370,381
1,683,765,803
1,389,515,587

△ 3,619,529
2,726,161,666

932,643,312
22,250,853

3,533,735,375
-

3,533,735,375
-

338,134,000
181,500,000

△ 36,649,274
138,905,871
44,832,828

4,196,839,271
519,634,000

-

25,611,864
25,611,864

-

358,942,428
153,873,088

△ 37,204,886

△ 20,693,149,462
-
-

434,332,053
△ 309,218,878
31,606,896,452

248,291,223 31,676,539,766
11,650,395,752 △ 20,361,329,721

252,593,159

- 349,800
- 負債合計 21,315,355,203
-

- -
- 118,025,327
- -

△ 1,774,707,100 -
- -
- -

27,232,631,638 -
△ 17,819,557,731 2,173,548,127

2,265,081,475 2,055,173,000

2,736,026,234 616,501,000
1,027,122,754 395,000

29,904,403,582 19,141,807,076
25,681,952,447 18,524,911,076

【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

13,914,888,493 -



(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

3,421,564

108,000

-

108,000

10,482,932,425

-

646,040,161

518,764,586

27,953,380

233,550,517

61,714,250

171,836,267

8,492,807,542

1,990,232,883

1,969,750,647

7,101,408

9,959,264

2,124,312,380

138,743,866

3,671,613,941

1,646,876,621

1,029,471,127

995,266,193

-

130,012,985

63,330,932

7,810,421

58,871,632

3,317,070,507

13,013,000

【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

8,726,358,059

5,409,287,552

1,607,660,626

1,337,878,433

118,025,327



(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 28,853,469,391 △ 17,765,048,071

純行政コスト（△） △ 10,482,932,425

財源 10,652,717,937

税収等 6,099,700,957

国県等補助金 4,553,016,980

本年度差額 169,785,512

固定資産等の変動（内部変動） 2,766,826,990 △ 2,766,826,990

有形固定資産等の増加 3,927,430,730 △ 3,927,430,730

有形固定資産等の減少 △ 1,001,275,393 1,001,275,393

貸付金・基金等の増加 1,366,758,984 △ 1,366,758,984

貸付金・基金等の減少 △ 1,526,087,331 1,526,087,331

資産評価差額 -

無償所管換等 9,577,647

その他 46,665,738 759,828

本年度純資産変動額 2,823,070,375 △ 2,596,281,650

本年度末純資産残高 31,676,539,766 △ 20,361,329,721

9,577,647

47,425,566

226,788,725

11,315,210,045

-

169,785,512

【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

11,088,421,320

△ 10,482,932,425

10,652,717,937

6,099,700,957

4,553,016,980



（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 932,643,312

-
2,328,105,861

本年度資金収支額 △ 236,708,675
前年度末資金残高 1,169,351,987
本年度末資金残高 932,643,312

721,164
△ 721,164

-

4,270,461,000

38,785,120
848,103,149
627,569,532

-
-

△ 3,752,481,007

1,942,355,139
1,942,355,139

-
4,270,461,000

1,514,457,801

1,969,750,647
-

3,759,647,941
1,187,666,471

5,266,938,808
3,923,464,670

678,437,138
-

665,037,000
-

1,969,750,647

58,871,632
3,317,070,507
2,124,312,380

646,040,161
518,764,586
27,953,380

7,095,953,567
6,108,765,165

754,583,919
61,696,330

170,908,153

63,330,932

【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

7,698,184,390
4,381,113,883
1,577,505,303
2,681,406,016


