
（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

【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

5,332,195,248 -
764,777,035 772,337,000

1,110,102,500 -

12,988,588,848 4,244,710,585
11,305,811,008 3,414,845,706

△ 993,830,875 22,121,286
- -
- -

9,724,518,299 57,527,879
△ 6,663,720,162 582,439,657

1,092,382,451 458,656,206

- 14,090
- 負債合計 4,827,150,242
-

- -
- 87,336,800
- 14,311,275

731,698,500
△ 310,733,627
15,347,522,380

297,966,000 14,887,553,998
5,804,862,084 △ 4,270,710,760
223,015,590 -

8,758,895
748,168,538

△ 579,414,862

△ 10,195,399,654
-
-

1,672,316,678
422,706,488
357,252,085

10,461,162
9,590,400
870,762

1,513,805,407
-

1,513,805,407
-

65,454,403
-

△ 326,607,190
32,190,001
31,187,004

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

△ 965,032
2,455,404,632
471,163,564
77,573,000

- 純資産合計 10,616,843,238

資産合計 15,443,993,480 負債及び純資産合計 15,443,993,480

169,948,836
7,825,013

-
△ 122,095



（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

【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

-

4,765,003,043

2,852,162,958

1,313,646,353

992,225,974

82,950,820

38,616,000

199,853,559

1,446,651,840

968,170,040

17,712,905

460,768,895

4,177,335,102

91,864,765

17,425,750

2,041,734

72,397,281

1,912,840,085

1,718,082,261

185,407,821

9,350,003

587,667,941

410,382,733

177,285,208

-

8,982

4,365,209,934

187,883,814

135,585,074

24,547,358

-

1,144,192

8,982

26,607,190



（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 14,256,658,414 △ 3,768,569,931 -

純行政コスト（△） △ 4,365,209,934

財源 4,460,835,873 -

税収等 2,889,512,672

国県等補助金 1,571,323,201

本年度差額 95,625,939 -

固定資産等の変動（内部変動） 597,766,768 △ 597,766,768

有形固定資産等の増加 1,127,864,119 △ 1,127,864,119

有形固定資産等の減少 △ 462,270,395 462,270,395

貸付金・基金等の増加 155,394,388 △ 155,394,388

貸付金・基金等の減少 △ 223,221,344 223,221,344

資産評価差額 △ 1,160,064

無償所管換等 33,055,880

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 1,233,000 -

本年度純資産変動額 630,895,584 △ 502,140,829 -

本年度末純資産残高 14,887,553,998 △ 4,270,710,760 -

【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

△ 1,160,064

10,488,088,483

△ 4,365,209,934

4,460,835,873

2,889,512,672

1,571,323,201

95,625,939

33,055,880

-

-

1,233,000

128,754,755

10,616,843,238



（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

17,425,750

【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

4,277,555,491
2,364,715,406
1,273,016,010
1,008,928,803

135,585,074

65,344,843
1,912,840,085
1,718,082,261
185,407,821
9,350,003

4,596,453,381
2,897,268,788
1,116,075,201
410,375,903
172,733,489
138,800,986

388,567,000

3,215,912
68,870,000
248,966,904

1,290,052,519
1,140,192,519

84,100,000
-

65,760,000
-

570,823,000

-

122,256,000
60,000,000

-
-

△ 719,229,519

391,045,681
391,045,681

-
690,827,000
690,827,000

本年度資金収支額 △ 170,481,296
前年度末資金残高 627,333,585
本年度末資金残高 456,852,289

12,465,102
1,846,173
14,311,275
471,163,564

299,781,319


