
【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 73,543,532   固定負債 30,828,056

    有形固定資産 70,279,309     地方債等 26,012,929

      事業用資産 37,449,188     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 496,479

        建物減価償却累計額 -32,370,396   流動負債 2,307,235

        工作物 3,300,440     １年内償還予定地方債等 1,930,395

        工作物減価償却累計額 -2,058,206     未払金 9,988

        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 267,876

        航空機 -     預り金 32,494

        航空機減価償却累計額 -     その他 66,482

        その他 - 負債合計 33,135,290

        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 76,550,706

      インフラ資産 32,192,989   余剰分（不足分） -30,746,921

        土地 1,522,966   他団体出資等分 -

        建物 808,822

        建物減価償却累計額 -632,370

        工作物 79,443,209

        工作物減価償却累計額 -49,021,247

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 71,609

      物品 3,066,954

      物品減価償却累計額 -2,429,823

    無形固定資産 49,973

      ソフトウェア 49,965

      その他 8

    投資その他の資産 3,214,250

      投資及び出資金 652,977

        有価証券 44,102

        出資金 608,875

        その他 -

      長期延滞債権 165,147

      長期貸付金 570

      基金 2,426,460

        減債基金 39,034

        その他 2,387,426

      その他 -

      徴収不能引当金 -30,904

  流動資産 5,395,543

    現金預金 2,205,940

    未収金 136,271

    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 53,386

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,227

  繰延資産 - 純資産合計 45,803,784

資産合計 78,939,074 負債及び純資産合計 78,939,074

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 30,604,065

    業務費用 12,262,530

      人件費 3,942,341

        職員給与費 3,218,204

        賞与等引当金繰入額 267,876

        退職手当引当金繰入額 -32,966

        その他 489,227

      物件費等 8,053,208

        物件費 4,741,078

        維持補修費 346,968

        減価償却費 2,965,163

        その他 -

      その他の業務費用 266,981

        支払利息 137,396

        徴収不能引当金繰入額 -18,766

        その他 148,352

    移転費用 18,341,535

      補助金等 14,914,880

      社会保障給付 3,149,649

      その他 245,215

  経常収益 1,197,159

    使用料及び手数料 475,032

    その他 722,128

純経常行政コスト 29,406,906

  臨時損失 57,746

    災害復旧事業費 57,380

    資産除売却損 366

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 128,334

    資産売却益 14,521

    その他 113,813

純行政コスト 29,336,318



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 46,910,404 75,874,596 -28,964,192 -

  純行政コスト（△） -29,336,318 -29,336,318 -

  財源 28,114,638 28,114,638 -

    税収等 17,508,482 17,508,482 -

    国県等補助金 10,606,156 10,606,156 -

  本年度差額 -1,221,680 -1,221,680 -

  固定資産等の変動（内部変動） 561,049 -561,049

    有形固定資産等の増加 3,856,142 -3,856,142

    有形固定資産等の減少 -3,310,877 3,310,877

    貸付金・基金等の増加 1,179,504 -1,179,504

    貸付金・基金等の減少 -1,163,720 1,163,720

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 115,060 115,060

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,106,620 676,110 -1,782,729 -

本年度末純資産残高 45,803,784 76,550,706 -30,746,921 -

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



【様式第4号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 27,692,312

    業務費用支出 9,350,777

      人件費支出 3,972,451

      物件費等支出 5,089,492

      支払利息支出 137,396

      その他の支出 151,439

    移転費用支出 18,341,535

      補助金等支出 14,914,880

      社会保障給付支出 3,149,649

      その他の支出 245,215

  業務収入 28,769,102

    税収等収入 17,541,234

    国県等補助金収入 10,044,244

    使用料及び手数料収入 471,294

    その他の収入 712,330

  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 1,019,410

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,498,261

    公共施設等整備費支出 3,855,570

    基金積立金支出 485,291

    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 -2,882,567

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,031,650

    地方債等償還支出 2,026,725

    その他の支出 4,925

  財務活動収入 3,729,339

    地方債等発行収入 3,729,339

    その他の収入 -

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 2,205,940

財務活動収支 1,697,689

本年度資金収支額 -165,467

前年度末資金残高 2,338,913

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,173,446
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