
【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 16,142,066   固定負債 5,628,948

    有形固定資産 15,270,141     地方債 4,832,686

      事業用資産 8,373,265     長期未払金 -

        土地 3,075,108     退職手当引当金 763,637

        立木竹 52,704     損失補償等引当金 -

        建物 10,983,074     その他 32,626

        建物減価償却累計額 -6,298,808   流動負債 560,755

        工作物 757,192     １年内償還予定地方債 447,092

        工作物減価償却累計額 -271,063     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 44,963

        航空機 -     預り金 51,501

        航空機減価償却累計額 -     その他 17,198

        その他 211,907 負債合計 6,189,703

        その他減価償却累計額 -151,144 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,294   固定資産等形成分 17,218,753

      インフラ資産 6,802,802   余剰分（不足分） -5,857,270

        土地 251,348

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 11,361,507

        工作物減価償却累計額 -4,870,362

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 60,309

      物品 301,639

      物品減価償却累計額 -207,565

    無形固定資産 32,056

      ソフトウェア 32,056

      その他 -

    投資その他の資産 839,869

      投資及び出資金 141,930

        有価証券 -

        出資金 141,930

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 8,318

      長期貸付金 -

      基金 690,420

        減債基金 50,301

        その他 640,118

      その他 -

      徴収不能引当金 -799

  流動資産 1,409,121

    現金預金 328,123

    未収金 4,768

    短期貸付金 -

    基金 1,076,687

      財政調整基金 1,076,687

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -458 純資産合計 11,361,483

資産合計 17,551,187 負債及び純資産合計 17,551,187

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 2,866

純行政コスト 4,057,408

    その他 -

  臨時利益 3,036

    資産売却益 170

    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 -

純経常行政コスト 4,055,848

  臨時損失 4,596

    災害復旧事業費 4,596

  経常収益 278,809

    使用料及び手数料 13,931

    その他 264,878

      社会保障給付 374,421

      他会計への繰出金 425,615

      その他 516

        その他 12,672

    移転費用 1,618,077

      補助金等 817,525

      その他の業務費用 52,055

        支払利息 39,085

        徴収不能引当金繰入額 298

        維持補修費 171,654

        減価償却費 623,260

        その他 -

        その他 39,337

      物件費等 1,909,491

        物件費 1,114,577

        職員給与費 670,734

        賞与等引当金繰入額 44,963

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,334,657

    業務費用 2,716,581

      人件費 755,035

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 11,571,387 17,453,974 -5,882,587

  純行政コスト（△） -4,057,408 -4,057,408

  財源 3,847,505 3,847,505

    税収等 3,131,909 3,131,909

    国県等補助金 715,596 715,596

  本年度差額 -209,903 -209,903

  固定資産等の変動（内部変動） -235,221 235,221

    有形固定資産等の増加 408,090 -408,090

    有形固定資産等の減少 -624,563 624,563

    貸付金・基金等の増加 190,999 -190,999

    貸付金・基金等の減少 -209,746 209,746

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -209,903 -235,221 25,318

本年度末純資産残高 11,361,483 17,218,753 -5,857,270

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 66,366

本年度歳計外現金増減額 -14,865

本年度末歳計外現金残高 51,501

本年度末現金預金残高 328,123

    その他の収入 -

財務活動収支 -38,941

本年度資金収支額 -19,980

前年度末資金残高 296,602

本年度末資金残高 276,622

  財務活動支出 472,641

    地方債償還支出 455,611

    その他の支出 17,030

  財務活動収入 433,700

    地方債発行収入 433,700

    貸付金元金回収収入 162

    資産売却収入 220

    その他の収入 -

投資活動収支 -121,413

【財務活動収支】

    貸付金支出 162

    その他の支出 -

  投資活動収入 435,434

    国県等補助金収入 263,130

    基金取崩収入 171,922

【投資活動収支】

  投資活動支出 556,846

    公共施設等整備費支出 401,843

    基金積立金支出 154,841

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 4,596

    災害復旧事業費支出 4,596

    その他の支出 -

  臨時収入 5,638

業務活動収支 140,373

  業務収入 3,862,666

    税収等収入 3,134,442

    国県等補助金収入 449,694

    使用料及び手数料収入 13,918

    その他の収入 264,612

    移転費用支出 1,618,077

      補助金等支出 817,525

      社会保障給付支出 374,421

      他会計への繰出支出 425,615

      その他の支出 516

    業務費用支出 2,105,258

      人件費支出 768,524

      物件費等支出 1,284,978

      支払利息支出 39,085

      その他の支出 12,672

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 3,723,335


