
【様式第１号】

一般会計 （単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 22,323,450 固定負債 5,766,323
有形固定資産 19,297,747 地方債 4,855,594

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 910,729
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 601,379
工作物 1,155,928 1年内償還予定地方債 466,543
工作物減価償却累計額 △ 1,017,673 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 80,341
航空機 - 預り金 54,495
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,367,702
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 24,545,124

インフラ資産 12,846,739 余剰分（不足分） △ 6,000,008
土地 3,294,610
建物 521,981
建物減価償却累計額 △ 138,716
工作物 26,713,947
工作物減価償却累計額 △ 17,545,084
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 0

物品 471,417
物品減価償却累計額 △ 380,610

無形固定資産 4
ソフトウェア -
その他 4

投資その他の資産 3,025,699
投資及び出資金 648,349

有価証券 39,289
出資金 72,925
その他 536,135

投資損失引当金 -
長期延滞債権 66,344
長期貸付金 -
基金 2,313,276

減債基金 -
その他 2,313,276

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,270

流動資産 2,589,368
現金預金 353,647
未収金 14,784
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 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 736 18,545,116

24,912,818 24,912,818

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和２年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



一般会計 （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

1,829,457

487

487

-

7,876,536

-

6,045,759

1,831,263

1,408

399

-

318,067

1,441,073

48,697

22,257

△ 2,395

28,835

2,778,673

902,850

432,020

2,731

423,693

105,627

0

0

6,469,452

3,690,780

1,184,614

1,037,395

80,341

66,878

2,457,469

1,372,051

276,323

809,095

【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 金額



一般会計 （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 24,773,034 △ 5,880,466

純行政コスト（△） △ 7,876,536

財源 7,528,062

税収等 6,431,075

国県等補助金 1,096,987

本年度差額 △ 348,474

固定資産等の変動（内部変動） △ 229,037 229,037

有形固定資産等の増加 272,384 △ 272,384

有形固定資産等の減少 △ 809,095 809,095

貸付金・基金等の増加 491,216 △ 491,216

貸付金・基金等の減少 △ 183,542 183,542

資産評価差額 △ 1,923

無償所管換等 3,050

その他 - △ 105

本年度純資産変動額 △ 227,910 △ 119,542

本年度末純資産残高 24,545,124 △ 6,000,008

3,050

△ 105

△ 347,452

18,545,116

△ 1,923

△ 348,474

18,892,568

△ 7,876,536

7,528,062

6,431,075

1,096,987

【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



【様式第4号】

一般会計 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 5,593,026

業務費用支出 2,814,353

人件費支出 1,184,961

物件費等支出 1,578,300

支払利息支出 22,257

その他の支出 28,835

移転費用支出 2,778,673

補助金等支出 1,441,073

社会保障給付支出 902,850

他会計への繰出支出 432,020

その他の支出 2,731

業務収入 7,918,248

税収等収入 6,435,511

国県等補助金収入 1,080,136

使用料及び手数料収入 105,531

その他の収入 297,070

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 0

業務活動収支 494,357

【投資活動収支】

投資活動支出 821,111

公共施設等整備費支出 342,457

基金積立金支出 357,930

投資及び出資金支出 112,724

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 188,934

国県等補助金収入 16,851

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 8,000

投資活動収支 △ 632,177

【財務活動収支】

財務活動支出 451,201

地方債償還支出 451,201

その他の支出 -

財務活動収入 613,490

地方債発行収入 613,490

その他の収入 -

財務活動収支 162,289

24,469

274,682

299,152

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 353,647

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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


