
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 23,892,170 固定負債 7,964,099

有形固定資産 22,454,826 地方債等 6,836,496
事業用資産 9,309,339 長期未払金 -

土地 3,011,325 退職手当引当金 571,884
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 14,526,551 その他 555,719
建物減価償却累計額 △ 8,511,163 流動負債 566,982
工作物 641,121 1年内償還予定地方債等 472,594
工作物減価償却累計額 △ 442,435 未払金 12,284
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 52,393
航空機 - 預り金 29,711
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 8,531,081
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 83,940 固定資産等形成分 24,802,008

インフラ資産 12,912,758 余剰分（不足分） △ 7,995,821
土地 290,943
建物 4,642,421
建物減価償却累計額 △ 2,984,502
工作物 21,974,782
工作物減価償却累計額 △ 11,044,706
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 33,820

物品 845,733
物品減価償却累計額 △ 613,004

無形固定資産 6,613
ソフトウェア 6,540
その他 73

投資その他の資産 1,430,731
投資及び出資金 14,537

有価証券 4,903
出資金 9,634
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 139,594
長期貸付金 11,641
基金 1,273,187

減債基金 -
その他 1,273,187

その他 -
徴収不能引当金 △ 8,228

流動資産 1,445,098
現金預金 491,991
未収金 52,000
短期貸付金 2,492
基金 907,346

財政調整基金 751,346
減債基金 156,000

棚卸資産 64
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,794

繰延資産 - 16,806,188
25,337,268 25,337,268

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

2

20,125

13,827

6,298

5,033,478

-

455,630

20,638

20,638

386,691

258,921

127,770

5,051,255

2,347

-

2,345

-

1,898,197

38,209

2,269,143

1,058,662

319,453

890,761

267

115,271

79,297

12,338

23,637

2,374,465

3,323

【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

5,437,946

3,063,481

679,066

585,141

52,393



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 25,179,119 △ 7,907,656

純行政コスト（△） △ 5,033,478

財源 4,597,010

税収等 3,216,583

国県等補助金 1,380,427

本年度差額 △ 436,468

固定資産等の変動（内部変動） △ 376,250 376,250

有形固定資産等の増加 742,518 △ 742,518

有形固定資産等の減少 △ 842,890 842,890

貸付金・基金等の増加 227,586 △ 227,586

貸付金・基金等の減少 △ 503,465 503,465

資産評価差額 △ 862

無償所管換等 0

その他 1 △ 27,947

本年度純資産変動額 △ 377,111 △ 88,165

本年度末純資産残高 24,802,008 △ 7,995,821

0

△ 27,946

△ 465,276

16,806,188

△ 862

△ 436,468

【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

17,271,464

△ 5,033,478

4,597,010

3,216,583

1,380,427



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,555,004

業務費用支出 2,180,539

人件費支出 673,907

物件費等支出 1,418,672

支払利息支出 79,297

その他の支出 8,662

移転費用支出 2,374,465

補助金等支出 1,898,197

社会保障給付支出 455,630

他会計への繰出支出 -

その他の支出 20,638

業務収入 4,915,751

税収等収入 3,114,998

国県等補助金収入 1,357,170

使用料及び手数料収入 259,781

その他の収入 183,802

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 360,747

【投資活動収支】

投資活動支出 948,186

公共施設等整備費支出 764,016

基金積立金支出 183,690

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 480

その他の支出 -

投資活動収入 501,028

国県等補助金収入 39,534

基金取崩収入 416,998

貸付金元金回収収入 3,122

資産売却収入 19,413

その他の収入 21,961

投資活動収支 △ 447,158

【財務活動収支】

財務活動支出 464,662

地方債等償還支出 464,662

その他の支出 -

財務活動収入 539,300

地方債等発行収入 539,300

その他の収入 -

財務活動収支 74,638

△ 11,774

474,053

462,280

前年度末歳計外現金残高 24,570

本年度歳計外現金増減額 5,141

本年度末歳計外現金残高 29,711

本年度末現金預金残高 491,991

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


