
【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 108,706,511   固定負債 24,359,331

    有形固定資産 94,369,139     地方債 17,317,058

      事業用資産 39,665,364     長期未払金 -

        土地 23,453,124     退職手当引当金 2,347,606

        立木竹 -     損失補償等引当金 147,552

        建物 44,577,690     その他 4,547,115

        建物減価償却累計額 -31,318,362   流動負債 376,246

        工作物 1,461,094     １年内償還予定地方債 55,080

        工作物減価償却累計額 -606,846     未払金 31

        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 202,615

        航空機 -     預り金 45,289

        航空機減価償却累計額 -     その他 73,230

        その他 18,713 負債合計 24,735,577

        その他減価償却累計額 -4,111 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,084,061   固定資産等形成分 112,236,604

      インフラ資産 53,011,765   余剰分（不足分） -24,001,509

        土地 4,425,713

        建物 106,293

        建物減価償却累計額 -42,832

        工作物 139,213,798

        工作物減価償却累計額 -90,746,724

        その他 35,510

        その他減価償却累計額 -6,994

        建設仮勘定 27,000

      物品 3,418,425

      物品減価償却累計額 -1,726,414

    無形固定資産 1,593

      ソフトウェア 1,593

      その他 0

    投資その他の資産 14,335,779

      投資及び出資金 10,043,433

        有価証券 29,344

        出資金 10,014,088

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 337,003

      長期貸付金 -

      基金 3,976,854

        減債基金 -

        その他 3,976,854

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,511

  流動資産 4,264,160

    現金預金 576,976

    未収金 166,110

    短期貸付金 -

    基金 3,530,093

      財政調整基金 2,988,897

      減債基金 541,196

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,018 純資産合計 88,235,095

資産合計 112,970,671 負債及び純資産合計 112,970,671

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 22,283,584

    その他 112,452

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 79,893

    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 22,091,238

  臨時損失 192,345

    災害復旧事業費 -

  経常収益 607,931

    使用料及び手数料 196,402

    その他 411,529

      社会保障給付 4,604,428

      他会計への繰出金 2,627,839

      その他 37,364

        その他 140,727

    移転費用 9,837,660

      補助金等 2,568,028

      その他の業務費用 253,106

        支払利息 93,686

        徴収不能引当金繰入額 18,693

        維持補修費 346,973

        減価償却費 3,901,521

        その他 -

        その他 522,253

      物件費等 9,383,780

        物件費 5,135,286

        職員給与費 2,499,754

        賞与等引当金繰入額 202,615

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 22,699,169

    業務費用 12,861,509

      人件費 3,224,623

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 89,499,210 112,850,579 -23,351,368

  純行政コスト（△） -22,283,584 -22,283,584

  財源 19,400,789 19,400,789

    税収等 14,663,354 14,663,354

    国県等補助金 4,737,435 4,737,435

  本年度差額 -2,882,795 -2,882,795

  固定資産等の変動（内部変動） -888,323 888,323

    有形固定資産等の増加 2,689,819 -2,689,819

    有形固定資産等の減少 -3,981,414 3,981,414

    貸付金・基金等の増加 1,467,282 -1,467,282

    貸付金・基金等の減少 -1,064,010 1,064,010

  資産評価差額 -7,623 -7,623

  無償所管換等 224,503 224,503

  その他 1,401,800 57,468 1,344,331

  本年度純資産変動額 -1,264,115 -613,975 -650,141

本年度末純資産残高 88,235,095 112,236,604 -24,001,509

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 41,542

本年度歳計外現金増減額 3,747

本年度末歳計外現金残高 45,289

本年度末現金預金残高 576,976

    その他の収入 -

財務活動収支 1,230,639

本年度資金収支額 -123,649

前年度末資金残高 655,336

本年度末資金残高 531,687

  財務活動支出 1,549,956

    地方債償還支出 1,477,143

    その他の支出 72,813

  財務活動収入 2,780,595

    地方債発行収入 2,780,595

    貸付金元金回収収入 24,310

    資産売却収入 34,078

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,415,934

【財務活動収支】

    貸付金支出 24,310

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,264,727

    国県等補助金収入 142,329

    基金取崩収入 1,064,010

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,680,661

    公共施設等整備費支出 2,686,289

    基金積立金支出 886,284

    投資及び出資金支出 83,778

  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 1,061,646

  業務収入 19,836,236

    税収等収入 14,682,554

    国県等補助金収入 4,595,106

    使用料及び手数料収入 196,370

    その他の収入 362,206

    移転費用支出 9,837,660

      補助金等支出 2,568,028

      社会保障給付支出 4,604,428

      他会計への繰出支出 2,627,839

      その他の支出 37,364

    業務費用支出 8,936,930

      人件費支出 3,221,583

      物件費等支出 5,482,259

      支払利息支出 93,686

      その他の支出 139,402

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 18,774,590


