
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 18,670,180 固定負債 4,799,414

有形固定資産 16,929,728 地方債 4,545,807
事業用資産 9,137,524 長期未払金 34,086

土地 2,683,049 退職手当引当金 219,521
立木竹 135,100 損失補償等引当金 -                
建物 15,846,056 その他 -                
建物減価償却累計額 -9,645,780 流動負債 624,035
工作物 333,828 1年内償還予定地方債 559,949
工作物減価償却累計額 -242,101 未払金 4,591
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 53,839
航空機 -                預り金 5,657
航空機減価償却累計額 -                その他 -                
その他 -                
その他減価償却累計額 -                
建設仮勘定 27,372

インフラ資産 7,761,161
土地 60,148
建物 97,681
建物減価償却累計額 -89,769
工作物 18,247,854
工作物減価償却累計額 -10,554,754
その他 -                負債合計 5,423,450
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 -                固定資産等形成分 18,988,535

物品 369,295 余剰分（不足分） -5,277,039
物品減価償却累計額 -338,252

無形固定資産 1,415
ソフトウェア 1,415
その他 -                

投資その他の資産 1,739,037
投資及び出資金 966,753

有価証券 70
出資金 966,683
その他

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 20,968
長期貸付金 -                
基金 439,674

減債基金 31,226
その他 408,448

その他 314,053
徴収不能引当金 -2,411

流動資産 464,765
現金預金 119,690
未収金 9,224
短期貸付金 -                
基金 336,912

財政調整基金 336,912
その他 -                

棚卸資産 -                
その他 -                
徴収不能引当金 -1,061

純資産合計 13,711,495
資産合計 19,134,945 負債及び純資産合計 19,134,945

科目 科目

一般会計等貸借対照表
(令和2年3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：千円）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 4,626,773

業務費用 2,600,259
人件費 1,004,217

職員給与費 946,416
賞与等引当金繰入額 -                
退職手当引当金繰入額 17,702
その他 40,099

物件費等 1,548,766
物件費 797,878
維持補修費 40,034
減価償却費 710,855
その他 -                

その他の業務費用 47,276
支払利息 37,046
徴収不能引当金繰入額 3,472
その他 6,757

移転費用 2,026,514
補助金等 955,006
社会保障給付 359,014
他会計への繰出金 711,977
その他 517

経常収益 430,646
使用料及び手数料 111,886
その他 318,760

純経常行政コスト 4,196,126
【純行政コスト】

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 4,196,126

科目

一般会計等行政コスト計算書
自平成31年4月 1日
至令和 2年3月31日



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰金
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 14,066,696 19,697,085 -5,630,388
純行政コスト（△） -4,196,126 -4,196,126
財源 3,840,926 3,840,926

税収等 3,253,796 3,253,796
国県等補助金 587,129 587,129

本年度差額 -355,201 -355,201
固定資産等の変動（内部変動） -708,550 708,550

有形固定資産等の増加 34,107 -34,107
有形固定資産等の減少 -710,855 710,855
貸付金・基金等の増加 92,955 -92,955
貸付金・基金等の減少 -124,757 124,757

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等 -                  -                
その他 -                  -                
本年度純資産変動額 -355,201 -708,550 353,349

本年度末純資産残高 13,711,495 18,988,535 -5,277,039

科目 合計

一般会計等純資産変動計算書
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）
金額

【業務活動収支】
業務支出 3,892,829

業務費用支出 1,866,315
人件費支出 986,515
物件費等支出 837,911
支払利息支出 37,046
その他の支出 4,843

移転費用支出 2,026,514
補助金等支出 955,006
社会保障給付支出 359,014
他会計への繰出支出 711,977
その他の支出 517

業務収入 4,222,542
税収等収入 3,252,418
国県等補助金収入 548,667
使用料及び手数料収入 112,107
その他の収入 309,350

臨時支出 -                
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 -                

臨時収入 38,462
国県等補助金収入 38,462
その他の収入 -                

業務活動収支合計 368,174
【投資活動収支】

投資活動支出 106,912
公共施設等整備費支出 15,764
基金積立金支出 65,917
投資及び出資金支出 5,231
貸付金支出 20,000
その他の支出 -                

投資活動収入 124,757
国県等補助金収入 -                
基金取崩収入 104,757
貸付金元金回収収入 20,000
資産売却収入 -                
その他の収入 -                

投資活動収支合計 17,845
【財務活動収支】

財務活動支出 567,592
地方債償還支出 561,658
その他の支出 5,934

財務活動収入 239,016
地方債発行収入 239,016
その他の収入 -                

財務活動収支合計 -328,576
本年度資金収支額 57,443
前年度末資金残高 56,590
本年度末資金残高 114,033

前年度末歳計外現金残高 6,001
本年度歳計外現金増減額 -345
本年度末歳計外現金残高 5,657
本年度末現金預金残高 119,690

科目

一般会計等資金収支計算書
自平成31年4月 1日
至令和 2年3月31日


