
(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

【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

4,715,856,234 -
747,760,035 772,337,000
1,110,102,500 -

11,399,480,554 3,488,577,040
9,706,996,740 2,716,240,040

△ 961,611,830 -
- -
- -

8,320,366,895 -
△ 5,848,284,280 458,396,076
1,049,556,914 382,072,000

- -
- 負債合計 3,946,973,116
-

- -
- 62,012,801
- 14,311,275

731,698,500
△ 310,733,627
13,696,441,105

297,966,000 13,298,445,704
4,886,373,675 △ 3,899,633,375
216,441,580

8,758,895
450,325,819

△ 345,558,988

△ 9,456,232,778
-
-

1,692,483,814
623,339,488
357,252,085

-
-
-

1,349,331,708
-

1,349,331,708
-

65,454,403
200,633,000

△ 326,607,190
15,761,498
31,187,004

-
1,898,965,150
1,729,016,314

△ 528,694
1,946,304,891
45,537,508
1,884,693

△ 82,460 純資産合計 9,398,812,329

資産合計 13,345,785,445 負債及び純資産合計 13,345,785,445

169,948,836
-
-



(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

38,616,000

【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

3,313,078,083

2,087,681,027

891,805,004

732,117,624

62,012,801

695,213,079

59,058,579

1,164,048,133

755,197,272

9,868,014

398,982,847

-

31,827,890

10,619,790

672,887

20,535,213

1,225,397,056

-

184,817,796

336,544,878

8,821,303

166,666,101

17,621,850

149,044,251

3,146,411,982

186,079,580

135,585,074

23,045,858

26,607,190

841,458

-

-

-

3,332,491,562



(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 12,686,296,617 △ 3,476,693,714

純行政コスト（△） △ 3,332,491,562

財源 3,488,572,172

税収等 2,577,649,129

国県等補助金 910,923,043

本年度差額 156,080,610

固定資産等の変動（内部変動） 579,020,271 △ 579,020,271

有形固定資産等の増加 1,075,281,526 △ 1,075,281,526

有形固定資産等の減少 △ 398,982,847 398,982,847

貸付金・基金等の増加 117,429,404 △ 117,429,404

貸付金・基金等の減少 △ 214,707,812 214,707,812

資産評価差額 △ 1,160,064

無償所管換等 33,055,880

その他 1,233,000 -

本年度純資産変動額 612,149,087 △ 422,939,661

本年度末純資産残高 13,298,445,704 △ 3,899,633,375

156,080,610

【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

9,209,602,903

△ 3,332,491,562

3,488,572,172

2,577,649,129

910,923,043

△ 1,160,064

33,055,880

1,233,000

189,209,426

9,398,812,329



（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

10,619,790

【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

2,895,351,927
1,669,954,871
850,688,724
788,111,144

135,585,074

20,535,213
1,225,397,056
695,213,079
184,817,796
336,544,878
8,821,303

3,202,443,333
2,580,206,789
455,675,043
17,562,050
148,999,451

568,634,000

135,585,074
-

68,870,000
240,376,332

1,190,141,526
1,075,281,526
49,100,000

-
65,760,000

-

636,727,000

386,378,000
122,256,000
60,000,000

-
-

△ 621,507,526

339,916,475
339,916,475

-
636,727,000

45,537,508

-
296,810,525

本年度資金収支額 △ 84,320,669
前年度末資金残高 115,546,902
本年度末資金残高 31,226,233

12,465,102
1,846,173
14,311,275


