
【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 99,041,424   固定負債 33,475,381

    有形固定資産 81,361,610     地方債 29,521,826

      事業用資産 51,685,715     長期未払金 -

        土地 15,329,976     退職手当引当金 3,953,600

        立木竹 1,631     損失補償等引当金 -

        建物 69,901,635     その他 -46

        建物減価償却累計額 -36,581,810   流動負債 3,410,367

        工作物 9,851,089     １年内償還予定地方債 2,992,441

        工作物減価償却累計額 -7,125,593     未払金 718

        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 259,931

        航空機 -     預り金 152,260

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,017

        その他 3,320 負債合計 36,885,747

        その他減価償却累計額 -664 【純資産の部】

        建設仮勘定 306,131   固定資産等形成分 100,473,967

      インフラ資産 27,043,756   余剰分（不足分） -35,141,629

        土地 752,931

        建物 237,233

        建物減価償却累計額 -1,296

        工作物 107,876,472

        工作物減価償却累計額 -82,468,232

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 646,647

      物品 4,433,302

      物品減価償却累計額 -1,801,162

    無形固定資産 280,317

      ソフトウェア 200,627

      その他 79,691

    投資その他の資産 17,399,496

      投資及び出資金 6,871,553

        有価証券 20,000

        出資金 6,851,553

        その他 -

      投資損失引当金 -8,600

      長期延滞債権 453,989

      長期貸付金 11,406

      基金 10,110,337

        減債基金 2,591,371

        その他 7,518,966

      その他 -

      徴収不能引当金 -39,188

  流動資産 3,176,661

    現金預金 1,656,846

    未収金 87,280

    短期貸付金 -

    基金 1,432,543

      財政調整基金 2,808,446

      減債基金 -1,375,903

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8 純資産合計 65,332,338

資産合計 102,218,085 負債及び純資産合計 102,218,085

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 21,110,720

    その他 33,056

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 44,319

    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 20,944,467

  臨時損失 166,253

    災害復旧事業費 88,879

  経常収益 3,178,241

    使用料及び手数料 1,369,838

    その他 1,808,403

      社会保障給付 3,349,585

      他会計への繰出金 3,975,791

      その他 49,463

        その他 33,535

    移転費用 10,780,274

      補助金等 3,405,435

      その他の業務費用 329,949

        支払利息 278,478

        徴収不能引当金繰入額 17,936

        維持補修費 714,682

        減価償却費 4,061,442

        その他 75,989

        その他 920,490

      物件費等 9,450,343

        物件費 4,598,230

        職員給与費 2,269,948

        賞与等引当金繰入額 259,931

        退職手当引当金繰入額 111,774

  経常費用 24,122,708

    業務費用 13,342,434

      人件費 3,562,143

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 65,463,849 102,355,466 -36,891,617

  純行政コスト（△） -21,110,720 -21,110,720

  財源 20,979,208 20,979,208

    税収等 16,932,165 16,932,165

    国県等補助金 4,047,043 4,047,043

  本年度差額 -131,512 -131,512

  固定資産等の変動（内部変動） -1,881,500 1,881,500

    有形固定資産等の増加 2,236,851 -2,236,851

    有形固定資産等の減少 -4,053,150 4,053,150

    貸付金・基金等の増加 1,186,506 -1,186,506

    貸付金・基金等の減少 -1,251,707 1,251,707

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -131,511 -1,881,499 1,749,988

本年度末純資産残高 65,332,338 100,473,967 -35,141,629

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 153,917

本年度歳計外現金増減額 -1,657

本年度末歳計外現金残高 152,260

本年度末現金預金残高 1,656,846

    その他の収入 -

財務活動収支 -953,020

本年度資金収支額 744,181

前年度末資金残高 760,405

本年度末資金残高 1,504,585

  財務活動支出 3,760,720

    地方債償還支出 3,755,657

    その他の支出 5,063

  財務活動収入 2,807,700

    地方債発行収入 2,807,700

    貸付金元金回収収入 1,152

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,905,932

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,527,188

    国県等補助金収入 323,702

    基金取崩収入 1,202,334

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,433,120

    公共施設等整備費支出 2,246,615

    基金積立金支出 1,164,345

    投資及び出資金支出 22,160

  臨時支出 157,246

    災害復旧事業費支出 88,879

    その他の支出 68,367

  臨時収入 -

業務活動収支 3,603,133

  業務収入 23,855,735

    税収等収入 16,958,613

    国県等補助金収入 3,723,341

    使用料及び手数料収入 1,367,563

    その他の収入 1,806,218

    移転費用支出 10,780,274

      補助金等支出 3,405,435

      社会保障給付支出 3,349,585

      他会計への繰出支出 3,975,791

      その他の支出 49,463

    業務費用支出 9,315,083

      人件費支出 3,614,170

      物件費等支出 5,388,901

      支払利息支出 278,478

      その他の支出 33,535

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 20,095,357


