
【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 21,867,574   固定負債 8,685,530

    有形固定資産 19,331,504     地方債 6,694,131

      事業用資産 16,313,278     長期未払金 -

        土地 8,334,555     退職手当引当金 1,991,399

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 17,051,505     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,768,567   流動負債 886,156

        工作物 4,500,478     １年内償還予定地方債 682,179

        工作物減価償却累計額 -3,804,693     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 139,120

        航空機 -     預り金 64,857

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,571,686

        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 22,390,889

      インフラ資産 2,964,432   余剰分（不足分） -9,216,573

        土地 1,332,644

        建物 5,184

        建物減価償却累計額 -104

        工作物 5,221,356

        工作物減価償却累計額 -3,594,648

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 527,224

      物品減価償却累計額 -473,431

    無形固定資産 1,019

      ソフトウェア 821

      その他 198

    投資その他の資産 2,535,051

      投資及び出資金 1,470,630

        有価証券 5,550

        出資金 1,465,080

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 134,229

      長期貸付金 -

      基金 941,924

        減債基金 -

        その他 941,924

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,732

  流動資産 878,430

    現金預金 309,835

    未収金 45,580

    短期貸付金 -

    基金 523,316

      財政調整基金 523,124

      減債基金 192

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -301 純資産合計 13,174,317

資産合計 22,746,003 負債及び純資産合計 22,746,003

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 5,981,217

    その他 -

  臨時利益 52,302

    資産売却益 52,302

    資産除売却損 21,794

    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 5,962,196

  臨時損失 71,324

    災害復旧事業費 49,529

  経常収益 406,554

    使用料及び手数料 69,890

    その他 336,665

      社会保障給付 732,385

      他会計への繰出金 533,095

      その他 58,421

        その他 18,656

    移転費用 2,103,473

      補助金等 779,572

      その他の業務費用 67,121

        支払利息 50,086

        徴収不能引当金繰入額 -1,621

        維持補修費 188,619

        減価償却費 665,571

        その他 -

        その他 84,050

      物件費等 2,211,524

        物件費 1,357,334

        職員給与費 1,796,365

        賞与等引当金繰入額 139,120

        退職手当引当金繰入額 -32,903

  経常費用 6,368,751

    業務費用 4,265,277

      人件費 1,986,632

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 13,250,757 22,785,231 -9,534,474

  純行政コスト（△） -5,981,217 -5,981,217

  財源 5,904,777 5,904,777

    税収等 4,728,023 4,728,023

    国県等補助金 1,176,753 1,176,753

  本年度差額 -76,441 -76,441

  固定資産等の変動（内部変動） -394,342 394,342

    有形固定資産等の増加 255,144 -255,144

    有形固定資産等の減少 -665,580 665,580

    貸付金・基金等の増加 401,971 -401,971

    貸付金・基金等の減少 -385,876 385,876

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -76,441 -394,342 317,901

本年度末純資産残高 13,174,317 22,390,889 -9,216,573

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 67,961

本年度歳計外現金増減額 -3,104

本年度末歳計外現金残高 64,857

本年度末現金預金残高 309,835

    その他の収入 -

財務活動収支 -276,528

本年度資金収支額 10,983

前年度末資金残高 233,995

本年度末資金残高 244,978

  財務活動支出 722,659

    地方債償還支出 722,659

    その他の支出 -

  財務活動収入 446,131

    地方債発行収入 446,131

    貸付金元金回収収入 8,000

    資産売却収入 52,311

    その他の収入 -

投資活動収支 -145,385

【財務活動収支】

    貸付金支出 8,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 511,730

    国県等補助金収入 97,735

    基金取崩収入 353,684

【投資活動収支】

  投資活動支出 657,115

    公共施設等整備費支出 255,144

    基金積立金支出 389,251

    投資及び出資金支出 4,720

  臨時支出 49,529

    災害復旧事業費支出 49,529

    その他の支出 -

  臨時収入 4,383

業務活動収支 432,896

  業務収入 6,219,164

    税収等収入 4,737,616

    国県等補助金収入 1,074,635

    使用料及び手数料収入 69,887

    その他の収入 337,025

    移転費用支出 2,103,473

      補助金等支出 779,572

      社会保障給付支出 732,385

      他会計への繰出支出 533,095

      その他の支出 58,421

    業務費用支出 3,637,648

      人件費支出 2,022,953

      物件費等支出 1,545,952

      支払利息支出 50,086

      その他の支出 18,656

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 5,741,121


