
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 10,702,642   固定負債 2,004,760

    有形固定資産 9,812,371     地方債 1,561,469

      事業用資産 4,318,645     長期未払金 -

        土地 1,184,064     退職手当引当金 435,528

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 5,402,445     その他 7,764

        建物減価償却累計額 -2,678,536   流動負債 291,769

        工作物 797,945     １年内償還予定地方債 225,322

        工作物減価償却累計額 -389,343     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 25,614

        航空機 -     預り金 25,144

        航空機減価償却累計額 -     その他 15,688

        その他 - 負債合計 2,296,529

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,070   固定資産等形成分 12,138,311

      インフラ資産 5,274,404   余剰分（不足分） -2,116,007

        土地 281,268

        建物 17,188

        建物減価償却累計額 -16,662

        工作物 13,341,887

        工作物減価償却累計額 -8,410,173

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 60,896

      物品 855,301

      物品減価償却累計額 -635,979

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 890,271

      投資及び出資金 41,266

        有価証券 15,000

        出資金 26,266

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,929

      長期貸付金 15,000

      基金 832,122

        減債基金 -

        その他 832,122

      その他 -

      徴収不能引当金 -46

  流動資産 1,616,191

    現金預金 176,855

    未収金 3,667

    短期貸付金 -

    基金 1,435,669

      財政調整基金 1,435,233

      減債基金 436

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 0 純資産合計 10,022,304

資産合計 12,318,833 負債及び純資産合計 12,318,833

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 2,449,577

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 5,439

    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 2,444,138

  臨時損失 5,439

    災害復旧事業費 -

  経常収益 45,828

    使用料及び手数料 10,126

    その他 35,702

      社会保障給付 241,589

      他会計への繰出金 139,199

      その他 1,959

        その他 16,886

    移転費用 990,280

      補助金等 607,533

      その他の業務費用 23,704

        支払利息 6,791

        徴収不能引当金繰入額 26

        維持補修費 24,096

        減価償却費 460,891

        その他 -

        その他 160,220

      物件費等 891,341

        物件費 406,354

        職員給与費 401,782

        賞与等引当金繰入額 25,614

        退職手当引当金繰入額 -2,975

  経常費用 2,489,966

    業務費用 1,499,686

      人件費 584,641

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】

会計：一般会計等 （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 9,851,135 11,951,544 -2,100,410

  純行政コスト（△） -2,449,577 -2,449,577

  財源 2,620,746 2,620,746

    税収等 2,289,546 2,289,546

    国県等補助金 331,200 331,200

  本年度差額 171,169 171,169

  固定資産等の変動（内部変動） 186,767 -186,767

    有形固定資産等の増加 423,559 -423,559

    有形固定資産等の減少 -591,410 591,410

    貸付金・基金等の増加 360,073 -360,073

    貸付金・基金等の減少 -5,456 5,456

  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 171,169 186,767 -15,598

本年度末純資産残高 10,022,304 12,138,311 -2,116,007

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】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 24,725

本年度歳計外現金増減額 419

本年度末歳計外現金残高 25,144

本年度末現金預金残高 176,855

    その他の収入 -

財務活動収支 22,147

本年度資金収支額 -18,673

前年度末資金残高 170,385

本年度末資金残高 151,711

  財務活動支出 192,553

    地方債償還支出 192,553

    その他の支出 -

  財務活動収入 214,700

    地方債発行収入 214,700

    貸付金元金回収収入 20,500

    資産売却収入 2,387

    その他の収入 -

投資活動収支 -591,217

【財務活動収支】

    貸付金支出 35,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 82,887

    国県等補助金収入 58,998

    基金取崩収入 1,002

【投資活動収支】

  投資活動支出 674,104

    公共施設等整備費支出 298,479

    基金積立金支出 337,125

    投資及び出資金支出 3,000

  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 550,397

  業務収入 2,602,480

    税収等収入 2,288,409

    国県等補助金収入 272,201

    使用料及び手数料収入 8,555

    その他の収入 33,315

    移転費用支出 990,280

      補助金等支出 607,533

      社会保障給付支出 241,589

      他会計への繰出支出 139,199

      その他の支出 1,959

    業務費用支出 1,061,804

      人件費支出 591,488

      物件費等支出 446,740

      支払利息支出 6,791

      その他の支出 16,784

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 2,052,083


