
【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 28,755,753  固定負債 3,308,054

    有形固定資産 27,440,617    地方債 2,682,800

      事業用資産 6,247,185    長期未払金 -

        土地 2,012,553    退職手当引当金 619,368

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 8,928,951    その他 5,886

        建物減価償却累計額 -5,189,760  流動負債 345,043

        工作物 916,547    １年内償還予定地方債 306,737

        工作物減価償却累計額 -421,105    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 31,888

        航空機 -    預り金 1,495

        航空機減価償却累計額 -    その他 4,922

        その他 -負債合計 3,653,097

        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 29,676,091

      インフラ資産 20,989,746  余剰分（不足分） -3,300,604

        土地 477,885

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 56,172,589

        工作物減価償却累計額 -35,755,687

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 94,958

      物品 1,448,859

      物品減価償却累計額 -1,245,173

    無形固定資産 3,425

      ソフトウェア 3,425

      その他 -

    投資その他の資産 1,311,711

      投資及び出資金 83,634

        有価証券 13,414

        出資金 70,220

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 2,584

      長期貸付金 -

      基金 1,214,035

        減債基金 600,733

        その他 613,302

      その他 11,500

      徴収不能引当金 -42

  流動資産 1,272,831

    現金預金 349,173

    未収金 3,323

    短期貸付金 -

    基金 920,338

      財政調整基金 920,338

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3純資産合計 26,375,487

資産合計 30,028,584負債及び純資産合計 30,028,584

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）

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

  経常費用 3,706,465

    業務費用 2,806,074

      人件費 387,079

        職員給与費 302,887

        賞与等引当金繰入額 31,888

        退職手当引当金繰入額 -111,926

        その他 164,230

      物件費等 2,399,661

        物件費 696,310

        維持補修費 276,345

        減価償却費 1,427,006

        その他 -

      その他の業務費用 19,334

        支払利息 9,386

        徴収不能引当金繰入額 45

        その他 9,903

    移転費用 900,391

      補助金等 557,083

      社会保障給付 72,703

      他会計への繰出金 263,635

      その他 6,969

  経常収益 102,127

    使用料及び手数料 48,328

    その他 53,799

純経常行政コスト 3,604,338

  臨時損失 80,000

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 80,000

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 3,684,338

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 27,516,172 31,126,243 -3,610,071

  純行政コスト（△） -3,684,338 -3,684,338

  財源 2,543,653 2,543,653

    税収等 2,153,504 2,153,504

    国県等補助金 390,149 390,149

  本年度差額 -1,140,686 -1,140,686

  固定資産等の変動（内部変動） -1,450,152 1,450,152

    有形固定資産等の増加 326,211 -326,211

    有形固定資産等の減少 -1,439,937 1,439,937

    貸付金・基金等の増加 130,759 -130,759

    貸付金・基金等の減少 -467,184 467,184

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,140,686 -1,450,152 309,467

本年度末純資産残高 26,375,487 29,676,091 -3,300,604

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）

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 2,396,238

    業務費用支出 1,495,847

      人件費支出 502,107

      物件費等支出 983,995

      支払利息支出 9,386

      その他の支出 360

    移転費用支出 900,391

      補助金等支出 557,083

      社会保障給付支出 72,703

      他会計への繰出支出 263,635

      その他の支出 6,969

  業務収入 2,538,371

    税収等収入 2,154,997

    国県等補助金収入 280,843

    使用料及び手数料収入 48,733

    その他の収入 53,799

  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 142,133

【投資活動収支】

  投資活動支出 447,527

    公共施設等整備費支出 316,767

    基金積立金支出 130,759

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 493,086

    国県等補助金収入 107,588

    基金取崩収入 385,498

    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 45,559

【財務活動収支】

  財務活動支出 295,001

    地方債償還支出 295,001

    その他の支出 -

  財務活動収入 328,700

    地方債発行収入 328,700

前年度末歳計外現金残高 8,331

本年度歳計外現金増減額 -6,836

本年度末歳計外現金残高 1,495

本年度末現金預金残高 349,173

    その他の収入 -

財務活動収支 33,699

本年度資金収支額 221,391

前年度末資金残高 126,286

本年度末資金残高 347,678


