
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 28,532,006   固定負債 3,745,730

    有形固定資産 21,905,992     地方債 3,339,747

      事業用資産 5,861,788     長期未払金 -

        土地 931,366     退職手当引当金 405,983

        立木竹 577,145     損失補償等引当金 -

        建物 12,354,289     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,868,577   流動負債 502,131

        工作物 3,240,392     １年内償還予定地方債 453,615

        工作物減価償却累計額 -2,412,179     未払金 -

        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 31,798

        航空機 -     預り金 16,719

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,247,861

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 39,353   固定資産等形成分 29,187,542

      インフラ資産 15,791,049   余剰分（不足分） -3,419,322

        土地 70,280

        建物 75,309

        建物減価償却累計額 -60,623

        工作物 31,873,189

        工作物減価償却累計額 -16,416,610

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 249,504

      物品 718,589

      物品減価償却累計額 -465,435

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,626,014

      投資及び出資金 25,932

        有価証券 -

        出資金 25,932

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 41,155

      長期貸付金 -

      基金 6,561,849

        減債基金 406,437

        その他 6,155,412

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,922

  流動資産 1,484,075

    現金預金 615,272

    未収金 214,119

    短期貸付金 -

    基金 655,537

      財政調整基金 655,537

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -852 純資産合計 25,768,220

資産合計 30,016,081 負債及び純資産合計 30,016,081

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 3,334,864

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 11,960

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,322,904

  臨時損失 11,960

    災害復旧事業費 -

  経常収益 173,712

    使用料及び手数料 132,177

    その他 41,536

      社会保障給付 139,757

      他会計への繰出金 248,886

      その他 18,203

        その他 12,000

    移転費用 817,390

      補助金等 410,544

      その他の業務費用 20,212

        支払利息 8,144

        徴収不能引当金繰入額 68

        維持補修費 404,268

        減価償却費 1,107,792

        その他 19,930

        その他 118,663

      物件費等 2,143,789

        物件費 611,799

        職員給与費 363,296

        賞与等引当金繰入額 31,798

        退職手当引当金繰入額 1,468

  経常費用 3,496,617

    業務費用 2,679,226

      人件費 515,226

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 26,149,266 29,497,716 -3,348,450

  純行政コスト（△） -3,334,864 -3,334,864

  財源 2,946,452 2,946,452

    税収等 2,521,256 2,521,256

    国県等補助金 425,196 425,196

  本年度差額 -388,412 -388,412

  固定資産等の変動（内部変動） -317,541 317,541

    有形固定資産等の増加 777,658 -777,658

    有形固定資産等の減少 -1,187,571 1,187,571

    貸付金・基金等の増加 155,558 -155,558

    貸付金・基金等の減少 -63,185 63,185

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 7,367 7,367

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -381,046 -310,174 -70,872

本年度末純資産残高 25,768,220 29,187,542 -3,419,322

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】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 11,921

本年度歳計外現金増減額 4,798

本年度末歳計外現金残高 16,719

本年度末現金預金残高 615,272

    その他の収入 -

財務活動収支 28,323

本年度資金収支額 -37,957

前年度末資金残高 636,510

本年度末資金残高 598,553

  財務活動支出 405,877

    地方債償還支出 405,877

    その他の支出 -

  財務活動収入 434,200

    地方債発行収入 434,200

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -660,591

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 158,560

    国県等補助金収入 142,745

    基金取崩収入 15,815

【投資活動収支】

  投資活動支出 819,151

    公共施設等整備費支出 709,839

    基金積立金支出 109,312

    投資及び出資金支出 -

  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 594,312

  業務収入 2,980,068

    税収等収入 2,522,136

    国県等補助金収入 291,408

    使用料及び手数料収入 124,989

    その他の収入 41,536

    移転費用支出 817,390

      補助金等支出 410,544

      社会保障給付支出 139,757

      他会計への繰出支出 248,886

      その他の支出 18,203

    業務費用支出 1,568,366

      人件費支出 513,172

      物件費等支出 1,035,997

      支払利息支出 8,144

      その他の支出 11,054

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,385,757


