
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 51,315,631   固定負債 13,505,862

    有形固定資産 46,028,607     地方債 11,677,118

      事業用資産 21,659,482     長期未払金 -

        土地 12,483,388     退職手当引当金 1,756,155

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,193,994     その他 72,588

        建物減価償却累計額 -14,903,582   流動負債 1,989,365

        工作物 1,327,515     １年内償還予定地方債 1,378,972

        工作物減価償却累計額 -887,323     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 161,273

        航空機 -     預り金 426,325

        航空機減価償却累計額 -     その他 22,795

        その他 - 負債合計 15,495,227

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 445,490   固定資産等形成分 58,243,356

      インフラ資産 24,145,214   余剰分（不足分） -14,364,408

        土地 12,927,408

        建物 2,986,590

        建物減価償却累計額 -2,114,091

        工作物 40,968,020

        工作物減価償却累計額 -30,848,371

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 225,658

      物品 995,335

      物品減価償却累計額 -771,425

    無形固定資産 97,308

      ソフトウェア 97,308

      その他 -

    投資その他の資産 5,189,716

      投資及び出資金 33,869

        有価証券 23

        出資金 33,846

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 244,138

      長期貸付金 1,000,214

      基金 3,918,664

        減債基金 -

        その他 3,918,664

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,169

  流動資産 8,058,543

    現金預金 1,079,267

    未収金 53,938

    短期貸付金 64,915

    基金 6,862,810

      財政調整基金 6,727,240

      減債基金 135,570

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,386 純資産合計 43,878,948

資産合計 59,374,174 負債及び純資産合計 59,374,174

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 12,511,313

    その他 -

  臨時利益 1,096

    資産売却益 1,096

    資産除売却損 41,197

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 12,380,349

  臨時損失 132,060

    災害復旧事業費 90,863

  経常収益 371,390

    使用料及び手数料 96,127

    その他 275,263

      社会保障給付 2,482,746

      他会計への繰出金 2,011,459

      その他 36,646

        その他 135,912

    移転費用 6,488,567

      補助金等 1,957,715

      その他の業務費用 197,985

        支払利息 60,290

        徴収不能引当金繰入額 1,784

        維持補修費 231,911

        減価償却費 1,149,011

        その他 -

        その他 292,576

      物件費等 3,575,025

        物件費 2,194,103

        職員給与費 1,990,322

        賞与等引当金繰入額 161,273

        退職手当引当金繰入額 45,990

  経常費用 12,751,739

    業務費用 6,263,172

      人件費 2,490,162

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

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 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 44,301,863 58,662,877 -14,361,014

  純行政コスト（△） -12,511,313 -12,511,313

  財源 12,084,891 12,084,891

    税収等 9,719,843 9,719,843

    国県等補助金 2,365,047 2,365,047

  本年度差額 -426,422 -426,422

  固定資産等の変動（内部変動） -422,392 422,392

    有形固定資産等の増加 1,080,938 -1,080,938

    有形固定資産等の減少 -1,185,067 1,185,067

    貸付金・基金等の増加 1,096,789 -1,096,789

    貸付金・基金等の減少 -1,415,051 1,415,051

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,870 2,870

  その他 636 - 636

  本年度純資産変動額 -422,916 -419,522 -3,394

本年度末純資産残高 43,878,948 58,243,356 -14,364,408

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



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 293,805

本年度歳計外現金増減額 132,520

本年度末歳計外現金残高 426,325

本年度末現金預金残高 1,079,267

    その他の収入 -

財務活動収支 -274,919

本年度資金収支額 -110,030

前年度末資金残高 762,972

本年度末資金残高 652,942

  財務活動支出 1,329,061

    地方債償還支出 1,312,836

    その他の支出 16,225

  財務活動収入 1,054,142

    地方債発行収入 1,054,142

    貸付金元金回収収入 90,008

    資産売却収入 10,833

    その他の収入 -

投資活動収支 -581,051

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,295,077

    国県等補助金収入 48,362

    基金取崩収入 1,145,874

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,876,128

    公共施設等整備費支出 969,125

    基金積立金支出 907,003

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 91,757

    災害復旧事業費支出 91,757

    その他の支出 -

  臨時収入 47,740

業務活動収支 745,940

  業務収入 12,351,309

    税収等収入 9,713,433

    国県等補助金収入 2,268,945

    使用料及び手数料収入 96,173

    その他の収入 272,758

    移転費用支出 6,488,567

      補助金等支出 1,957,715

      社会保障給付支出 2,482,746

      他会計への繰出支出 2,011,459

      その他の支出 36,646

    業務費用支出 5,072,785

      人件費支出 2,436,681

      物件費等支出 2,439,999

      支払利息支出 60,290

      その他の支出 135,816

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,561,352


