
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 58,397,133 固定負債 11,827,197

有形固定資産 55,758,021 地方債等 6,029,519
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 1,284,393
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,343,734 その他 4,513,285
建物減価償却累計額 △ 9,269,254 流動負債 945,580
工作物 1,447,025 1年内償還予定地方債等 794,401
工作物減価償却累計額 △ 1,036,935 未払金 21,867
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 82,961
航空機 - 預り金 39,826
航空機減価償却累計額 - その他 6,526
その他 - 12,772,777
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 59,234,534

インフラ資産 43,998,624 余剰分（不足分） △ 11,681,922
土地 1,287,856
建物 904,465
建物減価償却累計額 △ 296,179
工作物 102,797,668
工作物減価償却累計額 △ 61,141,704
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 446,517

物品 2,102,564
物品減価償却累計額 △ 1,100,582

無形固定資産 555,310
ソフトウェア 5,525
その他 549,785

投資その他の資産 2,083,801
投資及び出資金 153,016

有価証券 114,213
出資金 38,803
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 73,021
長期貸付金 -
基金 1,861,151

減債基金 74,905
その他 1,786,246

その他 617
徴収不能引当金 △ 4,004

流動資産 1,928,257
現金預金 1,008,062
未収金 86,327
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 222
その他 -
徴収不能引当金 △ 3,756

繰延資産 - 47,552,612
60,325,389 60,325,389

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
全体貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



全体 （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

12,207

20,659

1,527

19,133

9,056,050

-

516,459

-

5,609

707,265

517,186

190,079

9,062,548

14,161

-

1,954

-

3,576,858

131,592

4,172,647

1,392,002

125,162

2,652,920

2,562

222,972

83,869

2,377

136,726

4,098,925

41,778

【様式第２号】

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 金額

9,769,814

5,670,888

1,275,270

1,017,863

84,036



全体 （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 60,816,489 △ 12,068,934

純行政コスト（△） △ 9,056,050

財源 7,880,133

税収等 5,298,746

国県等補助金 2,581,387

本年度差額 △ 1,175,916

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,432,589 1,432,589

有形固定資産等の増加 867,961 △ 867,961

有形固定資産等の減少 △ 2,651,423 2,651,423

貸付金・基金等の増加 550,972 △ 550,972

貸付金・基金等の減少 △ 200,099 200,099

資産評価差額 3,019

無償所管換等 312

その他 △ 152,696 130,339

本年度純資産変動額 △ 1,581,955 387,012

本年度末純資産残高 59,234,534 △ 11,681,922

312

△ 22,357

△ 1,194,943

47,552,612

3,019

△ 1,175,916

【様式第３号】

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

科目 合計

48,747,555

△ 9,056,050

7,880,133

5,298,746

2,581,387



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 7,187,588

業務費用支出 3,088,733

人件費支出 1,227,121

物件費等支出 1,527,123

支払利息支出 97,139

その他の支出 237,351

移転費用支出 4,098,855

補助金等支出 3,576,787

社会保障給付支出 516,459

他会計への繰出支出 -

その他の支出 5,609

業務収入 8,155,721

税収等収入 5,212,541

国県等補助金収入 2,240,059

使用料及び手数料収入 517,423

その他の収入 185,699

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 968,133

【投資活動収支】

投資活動支出 1,040,484

公共施設等整備費支出 662,609

基金積立金支出 349,875

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 28,000

その他の支出 -

投資活動収入 433,910

国県等補助金収入 236,650

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 1,535

その他の収入 14,397

投資活動収支 △ 606,574

【財務活動収支】

財務活動支出 770,328

地方債等償還支出 761,097

その他の支出 9,231

財務活動収入 229,533

地方債等発行収入 229,533

その他の収入 -

財務活動収支 △ 540,795

△ 179,236

1,148,772

969,536

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 1,008,062

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


