
(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 △ 944,936 純資産合計 39,366,908,184

資産合計 43,874,800,621 負債及び純資産合計 43,874,800,621

483,302,547
-
-

79,143,000
2,415,067,194
1,931,764,647

△ 1,241,434
3,087,817,317

541,974,498
52,577,561

2,633,154,690
-

2,633,154,690
-

50,865,000
23,957,000

-
55,671,738
13,560,000

2,822,441,253
121,296,259
46,474,259

2,374,340
334,800

2,039,540

8,924,514,692
335,599,481

△ 299,519,928

△ 5,767,519,533
-
-

38,295,648
△ 15,338,099

12,409,509,909

1,775,998,558 43,281,193,498
17,940,184,605 △ 3,914,285,314
2,350,721,988

- 1,875,276
- 負債合計 4,507,892,437
-

- -
- 72,745,768
- 56,457,986

△ 598,394,719 -
- -
- -

16,653,518,111 7,324,020
△ 6,257,450,329 504,856,030

2,445,829,050 373,777,000

5,966,402,882 267,680,000
- -

40,786,983,304 4,003,036,407
37,962,167,711 3,728,032,387

【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

19,985,903,553 -



(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 △ 1,226,523 純資産合計 42,913,542,480

資産合計 48,676,970,033 負債及び純資産合計 48,676,970,033

483,764,547
-
-

51,642,000
2,312,261,194
1,828,496,647

△ 1,993,427
2,908,158,670

496,989,274
48,492,725

2,484,367,974
-

2,484,367,974
-

74,822,000
-
-

67,428,552
24,780,000

2,694,194,907
119,611,808
44,789,808

2,002,986
167,400

1,835,586

9,436,947,815
441,829,091

△ 307,672,315

△ 6,019,130,225
-
-

38,295,648
△ 16,436,386

13,031,616,129

1,354,913,640 48,132,714,557
18,920,599,865 △ 5,219,172,077
2,449,306,884

- 14,348,964
- 負債合計 5,763,427,553
-

- -
- 76,021,792
- 59,024,681

△ 770,524,820 -
- -
- -

20,245,029,722 48,373,976
△ 6,349,992,293 514,734,357

3,045,823,378 365,338,920

6,492,607,202 241,749,000
- -

45,768,811,363 5,248,693,196
43,072,613,470 4,958,570,220

【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

24,017,856,829 -



(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

15,853,825

-

-

-

6,313,064,300

-

599,930,785

458,195,180

5,573,000

2,248,281,687

219,999,314

2,028,282,373

4,985,265,160

1,327,799,140

22,459,277

1,289,486,038

-

1,842,121,362

360,917,971

2,807,596,292

1,889,239,215

106,414,430

811,942,647

-

61,792,258

32,915,682

4,899,220

23,977,356

2,905,820,327

-

【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

7,233,546,847

4,327,726,520

1,458,337,970

1,021,398,207

76,021,792



(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 43,281,193,498 △ 3,914,285,314

純行政コスト（△） △ 6,313,064,300

財源 8,110,250,662

税収等 4,238,710,822

国県等補助金 3,871,539,840

本年度差額 1,797,186,362

固定資産等の変動（内部変動） 3,117,691,014 △ 3,117,691,014

有形固定資産等の増加 6,769,365,667 △ 6,769,365,667

有形固定資産等の減少 △ 3,410,423,647 3,410,423,647

貸付金・基金等の増加 754,933,672 △ 754,933,672

貸付金・基金等の減少 △ 996,184,678 996,184,678

資産評価差額 △ 1,684,451

無償所管換等 1,751,132,385

その他 △ 15,617,889 15,617,889

本年度純資産変動額 4,851,521,059 △ 1,304,886,763

本年度末純資産残高 48,132,714,557 △ 5,219,172,077

1,751,132,385

-

3,546,634,296

42,913,542,480

△ 1,684,451

1,797,186,362

【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

39,366,908,184

△ 6,313,064,300

8,110,250,662

4,238,710,822

3,871,539,840



（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 496,989,274

-
1,220,224,477

本年度資金収支額 △ 47,551,919
前年度末資金残高 485,516,512
本年度末資金残高 437,964,593

56,457,986
2,566,695

59,024,681

1,596,400,000

2,465,053,600
942,728,827
11,883,111

-
4,796,000

△ 2,682,866,358

376,175,523
374,300,247

1,875,276
1,596,400,000

3,424,461,538

22,459,277
-

662,610,406
1,415,089,962

6,107,327,896
5,404,971,785

691,136,111
-

11,220,000
-

22,459,277

23,977,356
2,905,820,327
1,842,121,362

599,930,785
458,195,180

5,573,000
7,188,367,789
4,224,138,631

743,875,834
217,597,944

2,002,755,380

32,915,682

【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

6,413,428,956
3,507,608,629
1,455,061,946
1,995,653,645


