
（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 12,695,046,591

資産合計 32,986,767,651 負債及び純資産合計 32,986,767,651

215,703,146
457,720

-
△ 1,182,968

1,231,360
1,584,269,489
1,368,566,343

△ 5,633,823
3,229,037,267
1,515,725,479

128,536,187

4,120,286,245
-

4,120,286,245
32,600,000

338,134,000
181,500,000

△ 26,690,010
296,928,354
47,838,643

4,984,963,409
519,634,000

-

14,495,760
14,495,760

-

538,233,780
142,552,958

△ 49,862,856

△ 20,976,289,528
-
-

771,148,945
△ 432,597,811
31,483,990,579

150,124,765 31,343,231,233
11,521,340,506 △ 18,648,184,642

136,854,541 -

- 331,300
- 負債合計 20,291,721,060
-

- -
- 105,539,172
- 721,164

△ 1,747,262,004 -
- -
- -

26,093,625,894 352,569,915
△ 17,264,943,283 2,111,295,360

2,130,575,122 2,004,703,724

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

29,757,730,384 18,180,425,700
24,758,271,215 17,223,864,785

【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

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 12,980,203,411

資産合計 35,678,149,421 負債及び純資産合計 35,678,149,421

332,461,550
457,720

-
△ 1,695,686

88,370,381
1,897,391,418
1,564,929,868

△ 7,888,334
3,310,172,681
1,276,117,329

49,531,519

3,723,426,020
-

3,723,426,020
32,600,000

338,134,000
181,500,000

△ 36,649,274
268,783,577
44,832,828

4,544,738,817
519,634,000

-

26,711,864
26,711,864

-

431,212,194
255,890,854

△ 70,209,737

△ 21,413,218,650
-
-

781,305,197
△ 451,023,229
34,079,731,018

248,291,223 34,353,738,539
13,695,956,449 △ 21,373,535,128

267,949,919 -

- 1,980,900
- 負債合計 22,697,946,010
-

- -
- 123,832,740
- -

△ 1,774,707,100 -
- -
- -

27,232,631,638 334,894,940
△ 17,819,557,731 2,251,117,640

2,265,081,475 2,125,304,000

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

32,367,976,740 20,446,828,370
27,796,526,059 19,495,037,430

【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

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

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

-

1,030,250

13,460,237,580

1,990,751,833

1,969,750,647

7,101,408

-

3,940,514

1,030,250

9,959,264

11,470,515,997

178,453,387

70,750,292

18,947,567

88,755,528

6,009,729,350

5,322,035,104

657,257,045

30,437,201

387,572,090

197,493,232

190,078,858

-

11,858,088,087

5,848,358,737

1,677,354,425

1,401,164,819

123,832,740

13,013,000

139,343,866

3,992,550,925

1,868,771,421

1,075,706,111

1,048,073,393

【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 31,343,231,233 △ 18,648,184,642 -

純行政コスト（△） △ 13,460,237,580

財源 13,688,201,187 -

税収等 7,212,779,471

国県等補助金 6,475,421,716

本年度差額 227,963,607 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,954,263,921 △ 2,954,263,921

有形固定資産等の増加 4,094,975,894 △ 4,094,975,894

有形固定資産等の減少 △ 1,054,082,593 1,054,082,593

貸付金・基金等の増加 1,478,916,109 △ 1,478,916,109

貸付金・基金等の減少 △ 1,565,545,489 1,565,545,489

資産評価差額 -

無償所管換等 9,577,647

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 46,665,738 949,828

本年度純資産変動額 3,010,507,306 △ 2,725,350,486 -

本年度末純資産残高 34,353,738,539 △ 21,373,535,128 -

9,577,647

-

-

47,615,566

285,156,820

12,980,203,411

-

12,695,046,591

△ 13,460,237,580

13,688,201,187

7,212,779,471

6,475,421,716

227,963,607

【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

721,164
△ 721,164

-
1,276,117,329

2,391,441,621
本年度資金収支額 △ 238,886,986
前年度末資金残高 1,515,004,315
本年度末資金残高 1,276,117,329

-

853,103,149
627,569,532

-
-

△ 3,958,137,353

2,014,019,379
2,013,688,079

331,300
4,405,461,000
4,405,461,000

101,481,120

-
3,787,873,941
1,327,808,746

5,540,291,154
4,091,009,834

769,364,853
-

665,037,000
14,879,467

1,582,153,801

1,969,750,647

88,755,528
6,009,729,350
5,322,035,104

657,257,045
30,437,201

10,274,172,979
7,223,082,802
2,585,416,296

276,523,137
189,150,744

1,969,750,647

70,750,292

【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

10,764,487,527
4,754,758,177
1,646,047,857
2,949,204,500


