
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 23,889,619   固定負債 12,038,806

    有形固定資産 22,389,659     地方債 9,580,944

      事業用資産 16,041,466     長期未払金 -

        土地 6,819,322     退職手当引当金 2,414,438

        立木竹 437     損失補償等引当金 -

        建物 22,016,768     その他 43,425

        建物減価償却累計額 -12,864,061   流動負債 1,165,340

        工作物 79,990     １年内償還予定地方債 823,025

        工作物減価償却累計額 -19,643     未払金 -

        船舶 0     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 128,779

        航空機 -     預り金 207,103

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,433

        その他 - 負債合計 13,204,147

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,652   固定資産等形成分 25,082,193

      インフラ資産 6,177,747   余剰分（不足分） -12,354,165

        土地 1,806,184

        建物 640,708

        建物減価償却累計額 -331,285

        工作物 12,195,904

        工作物減価償却累計額 -8,581,157

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 447,393

      物品 621,509

      物品減価償却累計額 -451,063

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,499,960

      投資及び出資金 628,484

        有価証券 -

        出資金 628,484

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 143,314

      長期貸付金 2,500

      基金 736,241

        減債基金 -

        その他 736,241

      その他 -

      徴収不能引当金 -10,579

  流動資産 2,042,556

    現金預金 808,660

    未収金 46,083

    短期貸付金 394

    基金 1,192,180

      財政調整基金 1,177,193

      減債基金 14,987

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,761 純資産合計 12,728,028

資産合計 25,932,175 負債及び純資産合計 25,932,175

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 9,839,175

    その他 -

  臨時利益 52,091

    資産売却益 52,091

    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 9,891,266

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 543,805

    使用料及び手数料 230,530

    その他 313,276

      社会保障給付 1,480,223

      他会計への繰出金 609,771

      その他 3,785

        その他 102,282

    移転費用 4,459,904

      補助金等 2,366,125

      その他の業務費用 161,704

        支払利息 49,917

        徴収不能引当金繰入額 9,505

        維持補修費 136,345

        減価償却費 1,150,104

        その他 -

        その他 119,736

      物件費等 4,142,419

        物件費 2,855,970

        職員給与費 1,422,529

        賞与等引当金繰入額 128,779

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 10,435,071

    業務費用 5,975,167

      人件費 1,671,044

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】

会計：一般会計等 （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 11,352,165 23,214,506 -11,862,340

  純行政コスト（△） -9,839,175 -9,839,175

  財源 10,154,885 10,154,885

    税収等 7,368,153 7,368,153

    国県等補助金 2,786,733 2,786,733

  本年度差額 315,710 315,710

  固定資産等の変動（内部変動） 807,535 -807,535

    有形固定資産等の増加 1,981,642 -1,981,642

    有形固定資産等の減少 -1,150,137 1,150,137

    貸付金・基金等の増加 131,856 -131,856

    貸付金・基金等の減少 -155,826 155,826

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 1,060,153 1,060,153

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,375,863 1,867,688 -491,824

本年度末純資産残高 12,728,028 25,082,193 -12,354,165

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】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 101,478

本年度歳計外現金増減額 105,625

本年度末歳計外現金残高 207,103

本年度末現金預金残高 808,660

    その他の収入 -

財務活動収支 671,989

本年度資金収支額 114,356

前年度末資金残高 487,200

本年度末資金残高 601,556

  財務活動支出 785,550

    地方債償還支出 779,116

    その他の支出 6,433

  財務活動収入 1,457,539

    地方債発行収入 1,457,539

    貸付金元金回収収入 13,706

    資産売却収入 52,123

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,251,310

【財務活動収支】

    貸付金支出 15,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 813,416

    国県等補助金収入 656,251

    基金取崩収入 91,336

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,064,725

    公共施設等整備費支出 1,981,642

    基金積立金支出 67,583

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 2,017

業務活動収支 693,677

  業務収入 9,962,999

    税収等収入 7,359,649

    国県等補助金収入 2,128,465

    使用料及び手数料収入 231,314

    その他の収入 243,571

    移転費用支出 4,459,904

      補助金等支出 2,366,125

      社会保障給付支出 1,480,223

      他会計への繰出支出 609,771

      その他の支出 3,785

    業務費用支出 4,811,435

      人件費支出 1,668,704

      物件費等支出 2,992,315

      支払利息支出 49,917

      その他の支出 100,499

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 9,271,339


