
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 37,757,387 固定負債 10,189,832

有形固定資産 34,131,431 地方債 9,202,278
事業用資産 6,360,201 長期未払金 -

土地 3,205,222 退職手当引当金 987,554
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 11,660,252 その他 -
建物減価償却累計額 △ 8,700,049 流動負債 1,175,310
工作物 1,155,928 1年内償還予定地方債 885,857
工作物減価償却累計額 △ 1,017,673 未払金 134,526
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 1,160
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 89,193
航空機 - 預り金 54,495
航空機減価償却累計額 - その他 10,079
その他 - 11,365,142
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 34,860 固定資産等形成分 39,979,061

インフラ資産 27,181,449 余剰分（不足分） △ 10,178,615
土地 3,437,785
建物 950,514
建物減価償却累計額 △ 252,513
工作物 44,620,679
工作物減価償却累計額 △ 21,609,092
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 34,076

物品 1,827,163
物品減価償却累計額 △ 1,237,381

無形固定資産 686,328
ソフトウェア -
その他 686,328

投資その他の資産 2,939,628
投資及び出資金 169,049

有価証券 139,289
出資金 29,760
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 173,531
長期貸付金 -
基金 2,605,245

減債基金 -
その他 2,605,245

その他 -
徴収不能引当金 △ 8,196

流動資産 3,408,201
現金預金 1,012,112
未収金 129,727
短期貸付金 -
基金 2,221,674

財政調整基金 1,717,140
減債基金 504,534

棚卸資産 4,618
その他 46,920
徴収不能引当金 △ 6,850

繰延資産 0 29,800,447
41,165,589 41,165,589

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

負債合計



全体 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

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

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

3,630

【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 金額

10,806,017

4,998,775

1,246,930

1,086,399

88,686

4,887,864

68,214

3,411,786

1,738,548

299,992

1,372,117

1,129

340,059

123,171

615

216,273

5,807,242

-

905,829

10,801

2,747

1,098,653

724,542

374,110

9,707,364

1,865,026

1,408

399

-

1,863,220

487

487

-

11,571,904



全体 （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 40,605,851 △ 10,492,309

純行政コスト（△） 11,571,904

財源 11,254,788

税収等 7,791,224

国県等補助金 3,463,564

本年度差額 △ 317,115

固定資産等の変動（内部変動） △ 711,544 711,544

有形固定資産等の増加 491,735 △ 491,735

有形固定資産等の減少 △ 1,376,783 1,376,783

貸付金・基金等の増加 385,201 △ 385,201

貸付金・基金等の減少 △ 211,697 211,697

資産評価差額 △ 1,923

無償所管換等 6,767

その他 79,920 △ 80,734

本年度純資産変動額 △ 626,781 313,695

本年度末純資産残高 39,979,070 △ 10,178,615

△ 317,115

【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

科目 合計

30,113,542

11,571,904

11,254,788

7,791,224

3,463,564

6,767

△ 814

△ 313,086

29,800,456

△ 1,923



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 9,406,314

業務費用支出 3,599,072

人件費支出 1,240,121

物件費等支出 1,999,252

支払利息支出 147,606

その他の支出 212,093

移転費用支出 5,807,242

補助金等支出 4,887,864

社会保障給付支出 905,829

他会計への繰出支出 10,801

その他の支出 2,747

業務収入 12,216,128

税収等収入 8,113,468

国県等補助金収入 3,363,439

使用料及び手数料収入 734,898

その他の収入 4,323

臨時支出 1,830,865

災害復旧事業費支出 1,408

その他の支出 1,829,457

臨時収入 -

業務活動収支 978,949

【投資活動収支】

投資活動支出 1,010,018

公共施設等整備費支出 572,822

基金積立金支出 429,196

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 302,084

国県等補助金収入 85,183

基金取崩収入 163,597

貸付金元金回収収入 -

資産売却収入 487

その他の収入 52,818

投資活動収支 △ 707,935

【財務活動収支】

財務活動支出 948,081

地方債償還支出 948,081

その他の支出 -

財務活動収入 717,829

地方債発行収入 689,190

その他の収入 28,639

財務活動収支 △ 230,252

40,762

916,855

957,617

前年度末歳計外現金残高 54,469

本年度歳計外現金増減額 26

本年度末歳計外現金残高 54,495

本年度末現金預金残高 1,012,112

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


