
【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 11,060,021 固定負債 2,906,579

有形固定資産 9,656,701 地方債 2,370,139

事業用資産 5,842,751 長期未払金 -

土地 1,703,080 退職手当引当金 472,275

立木竹 832,287 損失補償等引当金 -

建物 6,885,442 その他 64,165

建物減価償却累計額 -3,838,559 流動負債 365,347

工作物 862,987 １年内償還予定地方債 291,105

工作物減価償却累計額 -606,008 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 44,728

航空機 - 預り金 3,115

航空機減価償却累計額 - その他 26,398

その他 - 負債合計 3,271,926

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 3,520 固定資産等形成分 12,227,520

インフラ資産 3,574,378 余剰分（不足分） -3,130,977

土地 441,753

建物 1,305

建物減価償却累計額 -1,305

工作物 8,517,351

工作物減価償却累計額 -5,393,782

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 9,057

物品 632,823

物品減価償却累計額 -393,252

無形固定資産 18,531

ソフトウェア 13,184

その他 5,347

投資その他の資産 1,384,789

投資及び出資金 41,528

有価証券 13,000

出資金 28,528

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 16,501

長期貸付金 -

基金 1,317,523

減債基金 -

その他 1,317,523

その他 10,000

徴収不能引当金 -763

流動資産 1,308,448

現金預金 133,063

未収金 7,895

短期貸付金 -

基金 1,167,499

財政調整基金 1,018,031

減債基金 149,468

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 -10 純資産合計 9,096,543

資産合計 12,368,469 負債及び純資産合計 12,368,469

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 3,553,264

その他 -

臨時利益 302

資産売却益 302

資産除売却損 1,101

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 3,552,465

臨時損失 1,101

災害復旧事業費 -

経常収益 133,311

使用料及び手数料 25,573

その他 107,738

社会保障給付 431,126

他会計への繰出金 160,629

その他 688

その他 11,771

移転費用 1,748,665

補助金等 1,156,221

その他の業務費用 25,183

支払利息 13,819

徴収不能引当金繰入額 -406

維持補修費 110,363

減価償却費 394,906

その他 1,617

その他 180,049

物件費等 1,138,616

物件費 631,731

職員給与費 535,377

賞与等引当金繰入額 44,728

退職手当引当金繰入額 13,158

経常費用 3,685,776

業務費用 1,937,111

人件費 773,312

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 9,212,626 12,328,628 -3,116,002

純行政コスト（△） -3,553,264 -3,553,264

財源 3,429,496 3,429,496

税収等 2,649,448 2,649,448

国県等補助金 780,049 780,049

本年度差額 -123,768 -123,768

固定資産等の変動（内部変動） -108,793 108,793

有形固定資産等の増加 294,300 -294,300

有形固定資産等の減少 -433,937 433,937

貸付金・基金等の増加 75,060 -75,060

貸付金・基金等の減少 -44,216 44,216

資産評価差額 - -

無償所管換等 7,685 7,685

その他 - - -

本年度純資産変動額 -116,083 -101,108 -14,975

本年度末純資産残高 9,096,543 12,227,520 -3,130,977

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 1,495

本年度歳計外現金増減額 1,620

本年度末歳計外現金残高 3,115

本年度末現金預金残高 133,063

その他の収入 -

財務活動収支 -94,693

本年度資金収支額 -63,130

前年度末資金残高 193,078

本年度末資金残高 129,948

財務活動支出 300,161

地方債償還支出 300,161

その他の支出 -

財務活動収入 205,468

地方債発行収入 205,468

貸付金元金回収収入 -

資産売却収入 302

その他の収入 10,000

投資活動収支 -207,683

【財務活動収支】

貸付金支出 -

その他の支出 -

投資活動収入 62,525

国県等補助金収入 27,023

基金取崩収入 25,200

【投資活動収支】

投資活動支出 270,207

公共施設等整備費支出 202,819

基金積立金支出 57,388

投資及び出資金支出 10,000

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 239,246

業務収入 3,537,513

税収等収入 2,651,275

国県等補助金収入 753,026

使用料及び手数料収入 25,571

その他の収入 107,641

移転費用支出 1,748,665

補助金等支出 1,156,221

社会保障給付支出 431,126

他会計への繰出支出 160,629

その他の支出 688

業務費用支出 1,549,603

人件費支出 759,011

物件費等支出 772,110

支払利息支出 13,818

その他の支出 4,664

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 3,298,268


