
（一般会計等） 【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 70,175,969   固定負債 29,743,233

    有形固定資産 67,539,275     地方債 25,424,585

      事業用資産 37,201,981     長期未払金 -

        土地 14,134,655     退職手当引当金 4,318,648

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 53,859,053     その他 -

        建物減価償却累計額 -32,370,396   流動負債 2,201,224

        工作物 3,038,540     １年内償還予定地方債 1,911,641

        工作物減価償却累計額 -2,043,513     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 257,089

        航空機 -     預り金 32,494

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 31,944,457

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 583,642   固定資産等形成分 73,183,143

      インフラ資産 29,743,931   余剰分（不足分） -30,795,578

        土地 1,507,057

        建物 498,664

        建物減価償却累計額 -455,006

        工作物 74,041,723

        工作物減価償却累計額 -45,920,118

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 71,609

      物品 2,240,818

      物品減価償却累計額 -1,647,455

    無形固定資産 43,900

      ソフトウェア 43,900

      その他 0

    投資その他の資産 2,592,794

      投資及び出資金 652,977

        有価証券 44,102

        出資金 608,875

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 52,503

      長期貸付金 570

      基金 1,894,280

        減債基金 39,034

        その他 1,855,246

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,537

  流動資産 4,156,052

    現金預金 1,056,027

    未収金 48,358

    短期貸付金 -

    基金 3,007,174

      財政調整基金 3,007,174

      減債基金 -

    棚卸資産 51,196

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,702 純資産合計 42,387,564

資産合計 74,332,021 負債及び純資産合計 74,332,021

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



（一般会計等） 【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 20,607,004

    業務費用 11,547,230

      人件費 3,734,757

        職員給与費 3,067,326

        賞与等引当金繰入額 257,089

        退職手当引当金繰入額 -32,966

        その他 443,309

      物件費等 7,615,445

        物件費 4,455,680

        維持補修費 320,747

        減価償却費 2,839,018

        その他 -

      その他の業務費用 197,027

        支払利息 131,664

        徴収不能引当金繰入額 -15,226

        その他 80,590

    移転費用 9,059,774

      補助金等 3,223,478

      社会保障給付 3,144,149

      他会計への繰出金 2,449,176

      その他 242,971

  経常収益 795,183

    使用料及び手数料 138,224

    その他 656,959

純経常行政コスト 19,811,821

  臨時損失 57,380

    災害復旧事業費 57,380

    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 -

    その他 102,069

純行政コスト 19,752,612

    その他 -

  臨時利益 116,589

    資産売却益 14,521



（一般会計等） 【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 43,514,965 72,594,720 -29,079,754

  純行政コスト（△） -19,752,612 -19,752,612

  財源 18,510,150 18,510,150

    税収等 14,166,575 14,166,575

    国県等補助金 4,343,575 4,343,575

  本年度差額 -1,242,461 -1,242,461

  固定資産等の変動（内部変動） 473,363 -473,363

    有形固定資産等の増加 3,731,630 -3,731,630

    有形固定資産等の減少 -3,184,366 3,184,366

    貸付金・基金等の増加 1,063,602 -1,063,602

    貸付金・基金等の減少 -1,137,503 1,137,503

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 115,060 115,060

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,127,401 588,423 -1,715,824

本年度末純資産残高 42,387,564 73,183,143 -30,795,578

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



（一般会計等） 【様式第4号】

（単位：千円）

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 17,813,749

    業務費用支出 8,753,976

      人件費支出 3,763,934

      物件費等支出 4,777,788

      支払利息支出 131,664

      その他の支出 80,590

    移転費用支出 9,059,774

      補助金等支出 3,223,478

      社会保障給付支出 3,144,149

      他会計への繰出支出 2,449,176

      その他の支出 242,971

  業務収入 18,754,324

    税収等収入 14,193,104

    国県等補助金収入 3,781,663

    使用料及び手数料収入 132,396

    その他の収入 647,161

  臨時支出 57,380

    災害復旧事業費支出 57,380

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 883,194

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,260,988

    公共施設等整備費支出 3,731,630

    基金積立金支出 371,958

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 157,400

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,615,695

    国県等補助金収入 561,912

    基金取崩収入 882,112

    貸付金元金回収収入 157,150

    資産売却収入 14,521

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,645,293

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,004,049

    地方債償還支出 1,999,124

    その他の支出 4,925

  財務活動収入 3,688,839

    地方債発行収入 3,688,839

前年度末歳計外現金残高 45,908

本年度歳計外現金増減額 -13,414

本年度末歳計外現金残高 32,494

本年度末現金預金残高 1,056,027

    その他の収入 -

財務活動収支 1,684,790

本年度資金収支額 -77,309

前年度末資金残高 1,100,842

本年度末資金残高 1,023,533
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