
【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 26,180,285 固定負債 7,997,888

有形固定資産 24,175,925 地方債 7,014,875
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 729,407
建物減価償却累計額 -9,645,780 流動負債 1,218,642
工作物 333,828 1年内償還予定地方債 1,091,729
工作物減価償却累計額 -242,101 未払金 27,271
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 89,956
航空機 -                預り金 8,186
航空機減価償却累計額 -                その他 1,500
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 14,865,580
土地 66,802
建物 2,806,135
建物減価償却累計額 -1,472,965
工作物 30,421,576
工作物減価償却累計額 -16,955,969
その他 -                負債合計 9,216,531
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 26,485,889

物品 1,181,426 余剰分（不足分） -8,877,560
物品減価償却累計額 -1,008,605 他団体出資等分 -                

無形固定資産 1,585
ソフトウェア 1,415
その他 170

投資その他の資産 2,002,775
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 36,151
長期貸付金 4,000
基金 686,662

減債基金 31,226
その他 655,436

その他 314,053
徴収不能引当金 -4,844

流動資産 644,575
現金預金 165,692
未収金 129,704
短期貸付金 -                
基金 336,912

財政調整基金 336,912
その他 -                

棚卸資産 13,476
その他 207
徴収不能引当金 -1,415

純資産合計 17,608,329
資産合計 26,824,860 負債及び純資産合計 26,824,860

科目 科目

全体貸借対照表
(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 5,594,561

業務費用 3,965,134
人件費 1,543,580

職員給与費 1,357,184
賞与等引当金繰入額 34,831
退職手当引当金繰入額 17,702
その他 133,863

物件費等 2,238,208
物件費 1,138,555
維持補修費 44,255
減価償却費 1,055,398
その他 -                

その他の業務費用 183,346
支払利息 96,248
徴収不能引当金繰入額 6,252
その他 80,847

移転費用 1,629,427
補助金等 992,551
社会保障給付 623,273
他会計への繰出金 -                
その他 13,603

経常収益 1,517,337
使用料及び手数料 846,676
その他 670,662

純経常行政コスト 4,077,223
【純行政コスト】

臨時損失 2,802
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 2,802
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 4,080,025

科目

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



【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 18,020,995 27,494,088 -9,473,093 -                
純行政コスト（△） -4,080,025 -4,080,025 -                
財源 3,667,585 3,667,585 -                

税収等 3,064,156 3,064,156 -                
国県等補助金 603,429 603,429 -                

本年度差額 -412,440 -412,440 -                
固定資産等の変動（内部変動） -1,008,199 1,008,199

有形固定資産等の増加 65,994 -65,994
有形固定資産等の減少 -1,058,199 1,058,199
貸付金・基金等の増加 119,505 -119,505
貸付金・基金等の減少 -135,499 135,499

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等 -                  -                
その他 -226 -                -226
本年度純資産変動額 -412,666 -1,008,199 595,533 -                

本年度末純資産残高 17,608,329 26,485,889 -8,877,560 -                

他団体出資等分

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



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 4,541,044

業務費用支出 2,911,618
人件費支出 1,525,178
物件費等支出 1,213,022
支払利息支出 96,248
その他の支出 77,170

移転費用支出 1,629,427
補助金等支出 992,551
社会保障給付支出 623,273
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 13,603

業務収入 5,061,549
税収等収入 3,062,593
国県等補助金収入 565,689
使用料及び手数料収入 772,016
その他の収入 661,251

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 558,967
【投資活動収支】

投資活動支出 167,349
公共施設等整備費支出 47,651
基金積立金支出 92,467
投資及び出資金支出 5,231
貸付金支出 22,000
その他の支出 -                

投資活動収入 146,437
国県等補助金収入 8,841
基金取崩収入 115,499
貸付金元金回収収入 22,000
資産売却収入 -                
その他の収入 97

投資活動収支合計 -20,912
【財務活動収支】

財務活動支出 1,169,215
地方債償還支出 1,163,281
その他の支出 5,934

財務活動収入 699,323
地方債発行収入 578,616
その他の収入 120,707

財務活動収支合計 -469,892
本年度資金収支額 68,163
前年度末資金残高 91,872
本年度末資金残高 160,035

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 165,692

科目

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


