
【様式第1号】

（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 12,215,373   固定負債 4,965,861

    有形固定資産 9,921,392     地方債 4,733,249

      事業用資産 5,981,440     長期未払金 -

        土地 1,008,691     退職手当引当金 147,640

        立木竹 7,488     損失補償等引当金 84,972

        建物 17,774,008     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,998,946   流動負債 782,190

        工作物 210,747     １年内償還予定地方債 683,172

        工作物減価償却累計額 -20,547     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 58,009

        航空機 -     預り金 41,009

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,748,051

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 13,160,813

      インフラ資産 3,864,751   余剰分（不足分） -5,436,345

        土地 922,781

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 12,151,115

        工作物減価償却累計額 -9,368,303

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 159,159

      物品 540,729

      物品減価償却累計額 -465,528

    無形固定資産 12,242

      ソフトウェア 12,242

      その他 -

    投資その他の資産 2,281,739

      投資及び出資金 124,961

        有価証券 96,860

        出資金 28,101

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 58,664

      長期貸付金 -

      基金 2,099,155

        減債基金 -

        その他 2,099,155

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,042

  流動資産 1,257,145

    現金預金 304,492

    未収金 7,339

    短期貸付金 -

    基金 945,440

      財政調整基金 900,000

      減債基金 45,440

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -125 純資産合計 7,724,468

資産合計 13,472,518 負債及び純資産合計 13,472,518

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 4,818,289

    その他 -

  臨時利益 9,726

    資産売却益 9,726

    資産除売却損 5,303

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 84,972

純経常行政コスト 4,737,740

  臨時損失 90,275

    災害復旧事業費 -

  経常収益 288,222

    使用料及び手数料 95,468

    その他 192,753

      社会保障給付 455,047

      他会計への繰出金 454,377

      その他 5,735

        その他 60,948

    移転費用 1,990,696

      補助金等 1,075,536

      その他の業務費用 83,278

        支払利息 21,911

        徴収不能引当金繰入額 420

        維持補修費 301,274

        減価償却費 525,298

        その他 -

        その他 66,980

      物件費等 2,026,314

        物件費 1,199,742

        職員給与費 800,685

        賞与等引当金繰入額 58,009

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,025,961

    業務費用 3,035,266

      人件費 925,674

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】

（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 7,558,970 12,907,755 -5,348,784

  純行政コスト（△） -4,818,289 -4,818,289

  財源 4,980,884 4,980,884

    税収等 3,912,021 3,912,021

    国県等補助金 1,068,863 1,068,863

  本年度差額 162,595 162,595

  固定資産等の変動（内部変動） 249,225 -249,225

    有形固定資産等の増加 591,652 -591,652

    有形固定資産等の減少 -530,739 530,739

    貸付金・基金等の増加 255,314 -255,314

    貸付金・基金等の減少 -67,002 67,002

  資産評価差額 88 88

  無償所管換等 3,034 3,034

  その他 -220 711 -931

  本年度純資産変動額 165,497 253,058 -87,561

本年度末純資産残高 7,724,468 13,160,813 -5,436,345

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 42,341

本年度歳計外現金増減額 -1,331

本年度末歳計外現金残高 41,009

本年度末現金預金残高 304,492

    その他の収入 -

財務活動収支 -63,577

本年度資金収支額 -89,076

前年度末資金残高 352,558

本年度末資金残高 263,482

  財務活動支出 687,177

    地方債償還支出 687,177

    その他の支出 -

  財務活動収入 623,600

    地方債発行収入 623,600

    貸付金元金回収収入 21,000

    資産売却収入 9,863

    その他の収入 -

投資活動収支 -585,187

【財務活動収支】

    貸付金支出 21,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 282,778

    国県等補助金収入 185,133

    基金取崩収入 66,782

【投資活動収支】

  投資活動支出 867,966

    公共施設等整備費支出 591,652

    基金積立金支出 255,314

    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 -

業務活動収支 559,689

  業務収入 5,068,541

    税収等収入 3,913,316

    国県等補助金収入 883,730

    使用料及び手数料収入 95,468

    その他の収入 176,027

    移転費用支出 1,990,696

      補助金等支出 1,075,536

      社会保障給付支出 455,047

      他会計への繰出支出 454,377

      その他の支出 5,735

    業務費用支出 2,518,156

      人件費支出 934,282

      物件費等支出 1,501,016

      支払利息支出 21,911

      その他の支出 60,948

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 4,508,852


