*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）
（単位：円）
科目
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産
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
資産合計

金額
94,354,880,326
89,822,012,412
19,932,976,259
2,029,506,192
3,775,473,203
22,625,547,916
△ 14,011,782,732
7,222,044,343
△ 2,132,291,881
50,931,720
△ 11,891,502
385,439,000
68,285,799,890
502,418,559
187,506,371,781
△ 119,999,980,050
276,989,600
2,685,864,844
△ 1,082,628,581
141,901,585
141,901,585
4,390,966,329
90,480,800
66,360,000
24,120,800
0
△ 38,656,660
29,258,967
703,351,164
3,608,031,839
3,608,031,839
△ 1,499,781
7,485,891,182
1,403,066,228
11,246,940
10,769,265
6,060,919,449
3,702,891,080
2,358,028,369
△ 110,700
101,840,771,508

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

科目
【負債の部】
固定負債
地方債
長期未払金
退職手当引当金
損失補償等引当金
その他
流動負債
1年内償還予定地方債
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
【純資産の部】
固定資産等形成分
余剰分（不足分）

純資産合計
負債及び純資産合計

金額
13,635,482,226
12,607,214,226
1,028,268,000
1,935,359,344
1,709,149,890
138,397,810
87,811,644
15,570,841,570
100,426,569,040
△ 14,156,639,102

86,269,929,938
101,840,771,508

*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

行政コスト計算書
自 平成３１年４月１日
至 令和２年３月３１日
（単位：円）
科目

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

金額
11,033,894,576
8,843,336,591
1,852,492,183
1,625,229,276
138,397,810
88,865,097
6,909,357,737
1,849,344,236
381,343,373
4,678,670,128
81,486,671
64,198,646
1,329,798
15,958,227
2,190,557,985
1,046,437,797
332,304,188
805,791,477
6,024,523
739,214,601
397,348,957
341,865,644
10,294,679,975
405,378,702
287,006,213
110,604,298
7,768,191
8,946,156
6,751,866
2,194,290
10,691,112,521

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

純資産変動計算書
自 平成３１年４月１日
至 令和２年３月３１日
（単位：円）
科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

合計
88,289,014,791
△ 10,691,112,521
8,646,115,847
6,768,150,323
1,877,965,524
△ 2,044,996,674

63,148,653
△ 37,236,832
△ 2,019,084,853
86,269,929,938

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

固定資産
等形成分
102,692,882,165

△ 2,292,461,778
3,434,236,763
△ 4,803,274,633
386,827,108
△ 1,310,251,016
63,148,653
△ 37,000,000
△ 2,266,313,125
100,426,569,040

余剰分
（不足分）
△ 14,403,867,374
△ 10,691,112,521
8,646,115,847
6,768,150,323
1,877,965,524
△ 2,044,996,674
2,292,461,778
△ 3,434,236,763
4,803,274,633
△ 386,827,108
1,310,251,016

△ 236,832
247,228,272
△ 14,156,639,102

*出力条件
*会計年度 ： H31
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

資金収支計算書
自 平成３１年４月１日
至 令和２年３月３１日
（単位：円）
科目
【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
本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高
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

金額
6,353,317,403
4,162,759,418
1,851,914,936
2,230,687,609
64,198,646
15,958,227
2,190,557,985
1,046,437,797
332,304,188
805,791,477
6,024,523
8,487,545,398
6,770,814,523
1,153,573,107
398,111,048
165,046,720
287,006,213
287,006,213
1,847,221,782
3,807,586,411
3,431,860,763
328,565,648
20,000,000
27,160,000
2,028,630,605
724,392,417
1,273,388,000
15,746,515
15,103,673
△ 1,778,955,806
1,619,055,921
1,619,055,921
1,512,900,000
1,512,900,000
△ 106,155,921
△ 37,889,945
1,353,144,529
1,315,254,584
71,703,557
16,108,087
87,811,644
1,403,066,228

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

