
一般会計等 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 46,478,574 固定負債 4,021,729

有形固定資産 44,426,828 地方債 2,797,920
事業用資産 10,757,415 長期未払金 -

土地 6,004,917 退職手当引当金 1,216,482
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,343,734 その他 7,327
建物減価償却累計額 △ 9,269,254 流動負債 593,336
工作物 1,447,025 1年内償還予定地方債 470,773
工作物減価償却累計額 △ 1,036,935 未払金 -
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 78,493
航空機 - 預り金 38,525
航空機減価償却累計額 - その他 5,545
その他 - 4,615,065
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 2,185 固定資産等形成分 47,315,975

インフラ資産 33,561,484 余剰分（不足分） △ 4,224,841
土地 978,774
建物 250,233
建物減価償却累計額 △ 204,649
工作物 91,193,516
工作物減価償却累計額 △ 59,076,889
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 420,499

物品 628,624
物品減価償却累計額 △ 520,694

無形固定資産 5,504
ソフトウェア 5,413
その他 90

投資その他の資産 2,046,242
投資及び出資金 560,741

有価証券 14,213
出資金 546,528
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 42,815
長期貸付金 -
基金 1,443,802

減債基金 74,905
その他 1,368,897

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,116

流動資産 1,227,626
現金預金 376,026
未収金 14,200
短期貸付金 -
基金 837,402

財政調整基金 837,402
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2 43,091,134

47,706,199 47,706,199
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



一般会計等 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

35,186

【様式第２号】

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 金額

6,701,970

4,769,535

1,198,043

956,002

78,493

1,113,422

128,361

3,541,324

1,257,207

108,791

2,172,945

2,382

30,168

11,035

1,116

18,017

1,932,435

-

513,371

297,719

7,923

270,458

100,676

169,782

6,431,512

2,083

-

1,954

-

130

1,457

1,457

-

6,432,138



一般会計等 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 48,721,352 △ 4,416,915

純行政コスト（△） △ 6,432,138

財源 5,215,541

税収等 4,271,682

国県等補助金 943,859

本年度差額 △ 1,216,597

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,407,121 1,407,121

有形固定資産等の増加 574,294 △ 574,294

有形固定資産等の減少 △ 2,174,898 2,174,898

貸付金・基金等の増加 385,020 △ 385,020

貸付金・基金等の減少 △ 191,536 191,536

資産評価差額 3,019

無償所管換等 312

その他 △ 1,587 1,551

本年度純資産変動額 △ 1,405,377 192,074

本年度末純資産残高 47,315,975 △ 4,224,841

△ 1,216,597

【様式第３号】

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

科目 合計

44,304,437

△ 6,432,138

5,215,541

4,271,682

943,859

312

△ 36

△ 1,213,303

43,091,134

3,019



【様式第4号】

一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,491,654

業務費用支出 2,559,219

人件費支出 1,164,048

物件費等支出 1,373,216

支払利息支出 11,035

その他の支出 10,920

移転費用支出 1,932,435

補助金等支出 1,113,422

社会保障給付支出 513,371

他会計への繰出支出 297,719

その他の支出 7,923

業務収入 5,249,674

税収等収入 4,266,948

国県等補助金収入 714,009

使用料及び手数料収入 100,039

その他の収入 168,678

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 758,021

【投資活動収支】

投資活動支出 945,413

公共施設等整備費支出 574,294

基金積立金支出 193,453

投資及び出資金支出 149,665

貸付金支出 28,000

その他の支出 -

投資活動収入 412,635

国県等補助金収入 229,850

基金取崩収入 153,328

貸付金元金回収収入 28,000

資産売却収入 1,457

その他の収入 -

投資活動収支 △ 532,778

【財務活動収支】

財務活動支出 461,822

地方債償還支出 452,592

その他の支出 9,231

財務活動収入 216,033

地方債発行収入 216,033

その他の収入 -

財務活動収支 △ 245,789

△ 20,546

358,048

337,501

前年度末歳計外現金残高 45,181

本年度歳計外現金増減額 △ 6,656

本年度末歳計外現金残高 38,525

本年度末現金預金残高 376,026

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


