
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 89,143,721 固定負債 19,737,061

有形固定資産 81,133,482 地方債 16,866,776

事業用資産 33,127,392 長期未払金 -

土地 14,976,288 退職手当引当金 2,834,739

立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 199

建物 40,661,377 その他 35,347

建物減価償却累計額 △ 25,169,924 流動負債 2,728,841

工作物 2,723,319 1年内償還予定地方債 2,405,025

工作物減価償却累計額 △ 1,500,057 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 195,654

航空機 - 預り金 35,657

航空機減価償却累計額 - その他 92,506

その他 - 22,465,903

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 7,577 固定資産等形成分 94,000,119

インフラ資産 46,656,268 余剰分（不足分） △ 21,639,239

土地 3,551,522

建物 137,504

建物減価償却累計額 △ 97,514

工作物 89,794,826

工作物減価償却累計額 △ 47,267,147

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 537,077

物品 8,312,041

物品減価償却累計額 △ 6,962,220

無形固定資産 7,060

ソフトウェア 7,060

その他 -

投資その他の資産 8,003,179

投資及び出資金 1,704,036

有価証券 -

出資金 411,627

その他 1,292,409

投資損失引当金 △ 76,000

長期延滞債権 131,590

長期貸付金 27,649

基金 6,226,485

減債基金 -

その他 6,226,485

その他 -

徴収不能引当金 △ 10,580

流動資産 5,683,062

現金預金 788,992

未収金 39,491

短期貸付金 1,327

基金 4,855,071

財政調整基金 4,489,915

減債基金 365,156

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,819 72,360,880

94,826,783 94,826,783

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

貸借対照表
（令和　２年　３月３１日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

経常費用 13,793,613

業務費用 9,216,282

人件費 2,956,008

職員給与費 2,246,697

賞与等引当金繰入額 195,654

退職手当引当金繰入額 △ 118,575

その他 632,233

物件費等 6,101,245

物件費 2,052,563

維持補修費 825,922

減価償却費 3,222,761

その他 -

その他の業務費用 159,030

支払利息 105,702

徴収不能引当金繰入額 4,197

その他 49,130

移転費用 4,577,331

補助金等 3,018,060

社会保障給付 477,979

他会計への繰出金 1,043,143

その他 38,150

経常収益 726,103

使用料及び手数料 388,762

その他 337,341

純経常行政コスト 13,067,510

臨時損失 125,173

災害復旧事業費 99,446

資産除売却損 17,728

投資損失引当金繰入額 8,000

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 5,261

資産売却益 5,228

その他 33

純行政コスト 13,187,422

【様式第２号】

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



（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 73,470,812 96,066,257 △ 22,595,445

純行政コスト（△） △ 13,187,422 △ 13,187,422

財源 12,084,398 12,084,398

税収等 9,861,328 9,861,328

国県等補助金 2,223,069 2,223,069

本年度差額 △ 1,103,025 △ 1,103,025

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,059,231 2,059,231

有形固定資産等の増加 989,889 △ 989,889

有形固定資産等の減少 △ 3,224,069 3,224,069

貸付金・基金等の増加 321,744 △ 321,744

貸付金・基金等の減少 △ 146,795 146,795

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 6,907 △ 6,907

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 1,109,932 △ 2,066,138 956,206

本年度末純資産残高 72,360,880 94,000,119 △ 21,639,239

【様式第３号】

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

科目 合計



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 10,635,115

業務費用支出 6,057,784

人件費支出 3,007,112

物件費等支出 2,895,840

支払利息支出 105,702

その他の支出 49,130

移転費用支出 4,577,331

補助金等支出 3,018,060

社会保障給付支出 477,979

他会計への繰出支出 1,043,143

その他の支出 38,150

業務収入 12,499,255

税収等収入 9,852,414

国県等補助金収入 1,921,036

使用料及び手数料収入 388,508

その他の収入 337,297

臨時支出 99,446

災害復旧事業費支出 99,446

その他の支出 -

臨時収入 62,481

業務活動収支 1,827,175

【投資活動収支】

投資活動支出 1,214,236

公共施設等整備費支出 1,016,081

基金積立金支出 127,803

投資及び出資金支出 67,605

貸付金支出 2,746

その他の支出 -

投資活動収入 347,026

国県等補助金収入 239,552

基金取崩収入 12,547

貸付金元金回収収入 1,763

資産売却収入 93,164

その他の収入 -

投資活動収支 △ 867,210

【財務活動収支】

財務活動支出 2,317,887

地方債償還支出 2,223,964

その他の支出 93,923

財務活動収入 1,152,400

地方債発行収入 1,152,400

その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,165,487

△ 205,522

958,857

753,335

前年度末歳計外現金残高 57,211

本年度歳計外現金増減額 △ 21,554

本年度末歳計外現金残高 35,657

本年度末現金預金残高 788,992

本年度資金収支額

前年度末資金残高

本年度末資金残高

【様式第４号】

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 金額


