
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 99,032,633 固定負債 25,634,900
有形固定資産 91,887,128 地方債等 21,040,764

事業用資産 33,641,035 長期未払金 -
土地 15,085,817 退職手当引当金 2,920,624
立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 199
建物 41,708,833 その他 1,673,313
建物減価償却累計額 △ 25,826,797 流動負債 3,049,313
工作物 2,750,426 1年内償還予定地方債等 2,626,986
工作物減価償却累計額 △ 1,513,631 未払金 46,432
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 231,681
航空機 - 預り金 35,657
航空機減価償却累計額 - その他 108,557
その他 - 28,684,213
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 103,942,785

インフラ資産 55,371,329 余剰分（不足分） △ 26,650,221
土地 3,850,112 他団体出資等分 -
建物 814,350
建物減価償却累計額 △ 371,687
工作物 104,990,395
工作物減価償却累計額 △ 54,482,736
その他 738
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 570,158

物品 13,158,462
物品減価償却累計額 △ 10,283,698

無形固定資産 260,892
ソフトウェア 11,910
その他 248,982

投資その他の資産 6,884,613
投資及び出資金 411,627

有価証券 -
出資金 411,627
その他 -

投資損失引当金 △ 76,000
長期延滞債権 159,183
長期貸付金 27,649
基金 6,377,187

減債基金 -
その他 6,377,187

その他 -
徴収不能引当金 △ 15,033

流動資産 6,944,143
現金預金 1,839,611
未収金 188,197
短期貸付金 1,327
基金 4,908,825

財政調整基金 4,543,669
減債基金 365,156

棚卸資産 16,171
その他 -
徴収不能引当金 △ 9,988

繰延資産 - 77,292,563

105,976,777 105,976,777

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和　２年　３月３１日現在）

科目 科目



（単位：千円）

金額

経常費用 20,441,721

業務費用 11,075,475

人件費 3,584,723

職員給与費 2,737,529

賞与等引当金繰入額 231,681

退職手当引当金繰入額 △ 113,490

その他 729,004

物件費等 7,169,685

物件費 2,465,084

維持補修費 898,347

減価償却費 3,806,255

その他 -

その他の業務費用 321,066

支払利息 170,266

徴収不能引当金繰入額 8,123

その他 142,677

移転費用 9,366,246

補助金等 8,846,037

社会保障給付 481,642

その他 38,567

経常収益 1,685,683

使用料及び手数料 1,291,464

その他 394,219

純経常行政コスト 18,756,038

臨時損失 129,701

災害復旧事業費 99,446

資産除売却損 21,601

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 654

臨時利益 5,393

資産売却益 5,228

その他 165

純行政コスト 18,880,346

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 78,326,718 106,172,326 △ 27,845,608 -

純行政コスト（△） △ 18,880,346 △ 18,880,346 -

財源 17,831,951 17,831,951 -

税収等 11,907,287 11,907,287 -

国県等補助金 5,924,664 5,924,664 -

本年度差額 △ 1,048,395 △ 1,048,395 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,224,918 2,224,918

有形固定資産等の増加 1,471,628 △ 1,471,628

有形固定資産等の減少 △ 3,823,451 3,823,451

貸付金・基金等の増加 303,934 △ 303,934

貸付金・基金等の減少 △ 177,029 177,029

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 4,624 △ 4,624

他団体出資等分の増加 - - -

他団体出資等分の減少 - - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 18,864 - 18,864

本年度純資産変動額 △ 1,034,155 △ 2,229,542 1,195,387 -

本年度末純資産残高 77,292,563 103,942,785 △ 26,650,221 -

科目 合計

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自　平成３１年　４月　１日

至　令和　２年　３月３１日



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 16,699,339

業務費用支出 7,333,093

人件費支出 3,626,755
物件費等支出 3,392,704
支払利息支出 170,266
その他の支出 143,369

移転費用支出 9,366,246
補助金等支出 8,846,037
社会保障給付支出 481,642
その他の支出 38,567

業務収入 19,027,165
税収等収入 11,894,567
国県等補助金収入 5,497,754
使用料及び手数料収入 1,241,268
その他の収入 393,576

臨時支出 100,100
災害復旧事業費支出 99,446
その他の支出 654

臨時収入 62,613
業務活動収支 2,290,338
【投資活動収支】

投資活動支出 1,575,840
公共施設等整備費支出 1,423,090
基金積立金支出 150,004
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 2,746
その他の支出 -

投資活動収入 458,798
国県等補助金収入 344,277
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 7,047

投資活動収支 △ 1,117,042
【財務活動収支】

財務活動支出 2,604,495
地方債償還支出 2,501,730
その他の支出 102,765

財務活動収入 1,279,900
地方債発行収入 1,279,900
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,324,595
△ 151,299
1,955,253

比例連結割合変更に伴う差額 -
1,803,954

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 1,839,611

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自　　平成３１年　４月　１日

至　　令和　２年　３月３１日

科目 金額


