
【様式第1号】
令和02年度

一般会計等貸借対照表
(令和03年03月31日現在)

(単位:円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 60,297,558,614　固定負債 20,511,873,795
　　有形固定資産 52,947,915,757　　地方債 17,333,525,795
　　　事業用資産 29,319,439,509　　長期未払金 -
　　　　土地 10,721,845,568　　退職手当引当金 3,178,348,000
　　　　立木竹 17,342,550　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 37,463,169,046　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △21,555,694,845　流動負債 2,759,232,208
　　　　工作物 4,458,750,409　　1年内償還予定地方債 2,360,633,015
　　　　工作物減価償却累計額 △1,882,070,759　　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 263,320,951
　　　　航空機 -　　預り金 135,278,242
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 23,271,106,003
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 96,097,540　固定資産等形成分 62,843,435,614
　　　インフラ資産 22,750,149,107　余剰分(不足分) △22,135,338,249
　　　　土地 10,035,391,020
　　　　建物 1,693,761,149
　　　　建物減価償却累計額 △1,028,058,326
　　　　工作物 33,943,397,510
　　　　工作物減価償却累計額 △21,895,821,846
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 1,479,600
　　　物品 3,172,584,397
　　　物品減価償却累計額 △2,294,257,256
　　無形固定資産 855,360
　　　ソフトウェア 855,360
　　　その他 -
　　投資その他の資産 7,348,787,497
　　　投資及び出資金 2,314,665,479
　　　　有価証券 31,100,479
　　　　出資金 442,637,000
　　　　その他 1,840,928,000
　　　投資損失引当金 △1,582,028,000
　　　長期延滞債権 303,628,926
　　　長期貸付金 47,800,000
　　　基金 6,298,754,627
　　　　減債基金 -
　　　　その他 6,298,754,627
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △34,033,535
　流動資産 3,681,644,754
　　現金預金 536,115,457
　　未収金 600,403,026
　　短期貸付金 72,200,000
　　基金 2,473,677,000
　　　財政調整基金 1,968,662,000
　　　減債基金 505,015,000
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △750,729 純資産合計 40,708,097,365

資産合計 63,979,203,368 負債及び純資産合計 63,979,203,368



【様式第2号】
令和02年度

一般会計等行政コスト計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:円)
科目 金額

　経常費用 23,730,292,071
　　業務費用 11,209,031,900
　　　人件費 4,351,180,947
　　　　職員給与費 2,735,496,548
　　　　賞与等引当金繰入額 263,320,951
　　　　退職手当引当金繰入額 511,088,360
　　　　その他 841,275,088
　　　物件費等 6,683,009,062
　　　　物件費 4,260,648,037
　　　　維持補修費 620,387,564
　　　　減価償却費 1,801,973,461
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 174,841,891
　　　　支払利息 76,844,857
　　　　徴収不能引当金繰入額 34,784,264
　　　　その他 63,212,770
　　移転費用 12,521,260,171
　　　補助金等 8,750,608,205
　　　社会保障給付 2,567,447,216
　　　他会計への繰出金 1,152,423,759
　　　その他 50,780,991
　経常収益 762,577,962
　　使用料及び手数料 217,231,670
　　その他 545,346,292
純経常行政コスト 22,967,714,109
　臨時損失 1,947,319,285
　　災害復旧事業費 1,347,287,127
　　資産除売却損 54,691,158
　　投資損失引当金繰入額 545,341,000
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 11,735,000
　　資産売却益 11,735,000
　　その他 -
純行政コスト 24,903,298,394



【様式第3号】
令和02年度

一般会計等純資産変動計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:円)

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 41,380,631,443 62,683,884,674 △21,303,253,231
　純行政コスト(△) △24,903,298,394 △24,903,298,394
　財源 23,621,470,237 23,621,470,237
　　税収等 13,740,755,717 13,740,755,717
　　国県等補助金 9,880,714,520 9,880,714,520
　本年度差額 △1,281,828,157 △1,281,828,157
　固定資産等の変動（内部変動） △449,743,139 449,743,139
　　有形固定資産等の増加 1,845,998,681 △1,845,998,681
　　有形固定資産等の減少 △1,856,664,619 1,856,664,619
　　貸付金・基金等の増加 679,695,321 △679,695,321
　　貸付金・基金等の減少 △1,118,772,522 1,118,772,522
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 609,294,079 609,294,079
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △672,534,078 159,550,940 △832,085,018
本年度末純資産残高 40,708,097,365 62,843,435,614 △22,135,338,249



【様式第4号】
令和02年度

一般会計等資金収支計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 21,670,655,050
　　業務費用支出 9,149,394,879
　　　人件費支出 4,128,301,651
　　　物件費等支出 4,895,613,295
　　　支払利息支出 76,844,857
　　　その他の支出 48,635,076
　　移転費用支出 12,521,260,171
　　　補助金等支出 8,750,608,205
　　　社会保障給付支出 2,567,447,216
　　　他会計への繰出支出 1,152,423,759
　　　その他の支出 50,780,991
　業務収入 24,317,269,275
　　税収等収入 13,734,428,580
　　国県等補助金収入 9,836,726,756
　　使用料及び手数料収入 217,962,930
　　その他の収入 528,151,009
　臨時支出 1,347,287,127
　　災害復旧事業費支出 1,347,287,127
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,299,327,098
【投資活動収支】
　投資活動支出 3,588,481,463
　　公共施設等整備費支出 1,845,998,681
　　基金積立金支出 920,941,782
　　投資及び出資金支出 545,341,000
　　貸付金支出 276,200,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,239,409,487
　　国県等補助金収入 617,317,000
　　基金取崩収入 1,335,783,092
　　貸付金元金回収収入 274,574,395
　　資産売却収入 11,735,000
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,349,071,976
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,355,746,628
　　地方債償還支出 2,355,746,628
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,622,210,000
　　地方債発行収入 1,622,210,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △733,536,628
本年度資金収支額 △783,281,506
前年度末資金残高 1,184,118,721
本年度末資金残高 400,837,215

前年度末歳計外現金残高 292,040,544
本年度歳計外現金増減額 △156,762,302
本年度末歳計外現金残高 135,278,242
本年度末現金預金残高 536,115,457


