
【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 62,297,972   固定負債 25,792,038

    有形固定資産 59,465,962     地方債 23,189,899

      事業用資産 45,960,504     長期未払金 286,505

        土地 22,424,994     退職手当引当金 1,841,748

        立木竹 -     損失補償等引当金 269,640

        建物 46,276,343     その他 204,246

        建物減価償却累計額 -23,703,031   流動負債 2,790,181

        工作物 1,327,754     １年内償還予定地方債 2,348,940

        工作物減価償却累計額 -1,229,345     未払金 109,242

        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 252,237

        航空機 -     預り金 79,762

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 0 負債合計 28,582,219

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 863,790   固定資産等形成分 63,903,699

      インフラ資産 13,408,225   余剰分（不足分） -27,612,559

        土地 6,141,771

        建物 86,716

        建物減価償却累計額 -59,164

        工作物 13,832,556

        工作物減価償却累計額 -6,593,655

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 736,220

      物品減価償却累計額 -638,987

    無形固定資産 42,597

      ソフトウェア 42,597

      その他 -

    投資その他の資産 2,789,413

      投資及び出資金 1,194,297

        有価証券 44,000

        出資金 1,113,651

        その他 36,646

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 187,119

      長期貸付金 259,593

      基金 1,161,466

        減債基金 345,115

        その他 816,351

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,062

  流動資産 2,575,387

    現金預金 920,175

    未収金 49,485

    短期貸付金 -

    基金 1,605,727

      財政調整基金 1,605,727

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 36,291,140

資産合計 64,873,359 負債及び純資産合計 64,873,359

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 114,392

純行政コスト 17,170,172

    その他 -

  臨時利益 127,770

    資産売却益 13,378

    資産除売却損 0

    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 17,297,942

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,076,922

    使用料及び手数料 614,915

    その他 462,007

      社会保障給付 3,859,315

      他会計への繰出金 1,086,706

      その他 6,955

        その他 83,978

    移転費用 8,793,464

      補助金等 3,840,488

      その他の業務費用 223,365

        支払利息 141,954

        徴収不能引当金繰入額 -2,567

        維持補修費 214,248

        減価償却費 1,629,458

        その他 2,569

        その他 610,685

      物件費等 5,762,797

        物件費 3,916,522

        職員給与費 2,915,783

        賞与等引当金繰入額 252,237

        退職手当引当金繰入額 -183,468

  経常費用 18,374,864

    業務費用 9,581,399

      人件費 3,595,237

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 34,657,497 63,565,491 -28,907,994

  純行政コスト（△） -17,170,172 -17,170,172

  財源 18,696,765 18,696,765

    税収等 13,973,238 13,973,238

    国県等補助金 4,723,527 4,723,527

  本年度差額 1,526,593 1,526,593

  固定資産等の変動（内部変動） 231,158 -231,158

    有形固定資産等の増加 2,809,014 -435,447

    有形固定資産等の減少 -2,373,568 -

    貸付金・基金等の増加 240,677 -240,677

    貸付金・基金等の減少 -444,966 444,966

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 107,050 107,050

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,633,643 338,208 1,295,435

本年度末純資産残高 36,291,140 63,903,699 -27,612,559

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 90,969

本年度歳計外現金増減額 -11,207

本年度末歳計外現金残高 79,762

本年度末現金預金残高 920,175

    その他の収入 -

財務活動収支 -629,042

本年度資金収支額 311,759

前年度末資金残高 528,654

本年度末資金残高 840,413

  財務活動支出 2,462,939

    地方債償還支出 2,462,939

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,833,897

    地方債発行収入 1,833,897

    貸付金元金回収収入 139,597

    資産売却収入 55,557

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,714,409

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,400

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,025,953

    国県等補助金収入 216,424

    基金取崩収入 614,375

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,740,363

    公共施設等整備費支出 1,359,140

    基金積立金支出 650,063

    投資及び出資金支出 729,759

  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 2,655,210

  業務収入 19,578,799

    税収等収入 13,992,297

    国県等補助金収入 4,507,102

    使用料及び手数料収入 617,293

    その他の収入 462,107

    移転費用支出 8,793,464

      補助金等支出 3,840,488

      社会保障給付支出 3,859,315

      他会計への繰出支出 1,086,706

      その他の支出 6,955

    業務費用支出 8,130,125

      人件費支出 3,770,854

      物件費等支出 4,141,027

      支払利息支出 141,954

      その他の支出 76,290

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 16,923,589


