
（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】

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

19,985,903,553 -
5,966,402,882 300,398,000

- -

50,430,841,022 6,579,763,557
47,569,128,223 4,894,471,022

△ 598,394,719 79,556,134
- -
- 15,278,120

16,653,518,111 1,384,894,535
△ 6,257,450,329 698,256,003

2,445,829,050 462,414,111

- 2,667,276
- 負債合計 7,278,019,560
-

- -
- 80,365,941
- 57,974,421

2,414,803,707
△ 303,877,076
22,612,399,964

1,775,998,558 52,925,051,216
27,326,544,051 △ 5,870,894,738
2,431,532,811 -

9,135,934,609
1,335,829,069

△ 1,079,148,450

△ 8,964,249,964
-
-

2,859,185,359
121,296,259
46,474,259

2,527,440
334,800

2,192,640

2,659,614,708
-

2,659,614,708
-

50,865,000
23,957,000

-
66,953,720
13,560,000

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

△ 2,239,328
3,901,335,016
1,264,718,756

131,288,085

- 純資産合計 47,054,156,478

資産合計 54,332,176,038 負債及び純資産合計 54,332,176,038

483,302,547
-

12,761,788
△ 1,643,807



（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

24,017,856,829 -
6,492,607,202 293,868,000

- -

55,904,942,994 7,983,585,815
53,137,312,938 6,196,827,651

△ 770,524,820 73,459,633
- -
- 16,778,120

20,245,029,722 1,492,890,164
△ 6,349,992,293 707,823,473

3,045,823,378 459,820,721

- 15,224,798
- 負債合計 8,691,409,288
-

- -
- 81,960,137
- 60,580,064

2,414,803,707
△ 368,939,299
23,722,786,470

1,354,913,640 58,268,846,188
28,778,684,001 △ 7,256,578,659
2,530,117,707 -

9,924,676,877
1,443,803,479

△ 1,103,031,371

△ 9,444,761,461
-
-

2,727,766,790
119,611,808
44,789,808

39,863,266
37,874,580
1,988,686

2,509,741,992
-

2,509,741,992
-

74,822,000
-
-

76,309,446
24,780,000

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

△ 2,676,456
3,798,733,823
1,299,475,381

124,849,865

- 純資産合計 51,012,267,529

資産合計 59,703,676,817 負債及び純資産合計 59,703,676,817

483,764,547
-

12,749,235
△ 2,243,852



（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

57,227,440

9,301,553,971

5,332,687,464

1,587,719,940

1,082,937,115

81,960,137

19,401,000

403,421,688

3,630,181,815

2,321,835,998

129,296,453

1,121,821,924

6,310,332,700

114,785,709

54,728,413

5,673,710

54,383,586

3,968,866,507

3,363,288,622

599,930,785

5,647,100

2,991,221,271

938,378,434

2,052,842,837

-

470,017

7,638,394,602

1,328,531,919

22,459,277

1,290,138,230

-

15,934,412

470,017

-



（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 52,925,051,216 △ 5,870,894,738 -

純行政コスト（△） △ 7,638,394,602

財源 9,846,657,719 -

税収等 4,509,119,531

国県等補助金 5,337,538,188

本年度差額 2,208,263,117 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,609,964,927 △ 3,609,964,927

有形固定資産等の増加 7,575,343,272 △ 7,575,343,272

有形固定資産等の減少 △ 3,720,955,116 3,720,955,116

貸付金・基金等の増加 769,352,924 △ 769,352,924

貸付金・基金等の減少 △ 1,013,776,153 1,013,776,153

資産評価差額 △ 1,684,451

無償所管換等 1,751,132,385

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 15,617,889 16,017,889

本年度純資産変動額 5,343,794,972 △ 1,385,683,921 -

本年度末純資産残高 58,268,846,188 △ 7,256,578,659 -

【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

△ 1,684,451

47,054,156,478

△ 7,638,394,602

9,846,657,719

4,509,119,531

5,337,538,188

2,208,263,117

1,751,132,385

-

-

400,000

3,958,111,051

51,012,267,529



（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

54,728,413

【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

8,141,597,225
4,172,730,718
1,567,052,195
2,498,105,472

22,459,277

52,844,638
3,968,866,507
3,363,288,622

599,930,785
5,647,100

8,195,166,356
4,491,351,482

743,875,834
944,054,529

2,015,884,511
22,539,864

2,974,133,600

80,587
1,696,156,783
1,727,186,050

6,935,185,621
6,225,155,510

698,810,111
-

11,220,000
-

3,942,301,538

-

951,488,827
11,883,111

-
4,796,000

△ 2,992,884,083

464,812,037
462,936,761

1,875,276
1,762,700,000
1,762,700,000

本年度資金収支額 32,189,930
前年度末資金残高 1,208,260,770
本年度末資金残高 1,240,450,700

56,457,986
2,566,695

59,024,681
1,299,475,381

1,297,887,963


