
【様式第1号】

（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 66,586,987   固定負債 13,571,881

    有形固定資産 62,739,467     地方債 11,577,951

      事業用資産 26,183,790     長期未払金 -

        土地 13,003,340     退職手当引当金 1,987,130

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 28,205,311     その他 6,800

        建物減価償却累計額 -16,313,831   流動負債 1,733,326

        工作物 4,616,747     １年内償還予定地方債 1,499,907

        工作物減価償却累計額 -3,733,575     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 121,083

        航空機 -     預り金 112,336

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,305,207

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 405,798   固定資産等形成分 68,643,949

      インフラ資産 35,935,642   余剰分（不足分） -14,022,587

        土地 2,564,388

        建物 1,376,597

        建物減価償却累計額 -1,075,755

        工作物 137,973,933

        工作物減価償却累計額 -104,938,846

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 35,324

      物品 2,593,938

      物品減価償却累計額 -1,973,902

    無形固定資産 64,971

      ソフトウェア 32,258

      その他 32,713

    投資その他の資産 3,782,549

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,982

      長期貸付金 83,033

      基金 3,364,668

        減債基金 -

        その他 3,364,668

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,881

  流動資産 3,339,583

    現金預金 1,270,954

    未収金 11,838

    短期貸付金 -

    基金 2,056,963

      財政調整基金 1,443,422

      減債基金 613,540

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -173 純資産合計 54,621,362

資産合計 69,926,569 負債及び純資産合計 69,926,569

貸借対照表【一般会計等】
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

行政コスト計算書　【一般会計等】
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 13,093,606

    業務費用 8,282,848

      人件費 1,881,537

        職員給与費 1,430,961

        賞与等引当金繰入額 121,083

        退職手当引当金繰入額 152,426

        その他 177,067

      物件費等 6,339,470

        物件費 3,384,519

        維持補修費 211,323

        減価償却費 2,735,454

        その他 8,174

      その他の業務費用 61,841

        支払利息 32,655

        徴収不能引当金繰入額 1,924

        その他 27,262

    移転費用 4,810,758

      補助金等 2,100,881

      社会保障給付 1,157,005

      他会計への繰出金 1,542,199

      その他 10,672

  経常収益 594,857

    使用料及び手数料 361,262

    その他 233,595

純経常行政コスト 12,498,749

  臨時損失 205,278

    災害復旧事業費 197,212

    資産除売却損 8,066

    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 12,690,180

    その他 -

  臨時利益 13,847

    資産売却益 13,847



【様式第3号】

（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 55,704,111 69,585,887 -13,881,776

  純行政コスト（△） -12,690,180 -12,690,180

  財源 11,662,745 11,662,745

    税収等 9,977,686 9,977,686

    国県等補助金 1,685,059 1,685,059

  本年度差額 -1,027,434 -1,027,434

  固定資産等の変動（内部変動） -886,623 886,623

    有形固定資産等の増加 1,728,464 -1,728,464

    有形固定資産等の減少 -2,744,055 2,744,055

    貸付金・基金等の増加 2,237,814 -2,237,814

    貸付金・基金等の減少 -2,108,847 2,108,847

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -55,314 -55,314

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,082,749 -941,937 -140,812

本年度末純資産残高 54,621,362 68,643,949 -14,022,587

純資産変動計算書　【一般会計等】
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）

資金収支計算書　【一般会計等】
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 10,339,804

    業務費用支出 5,530,101

      人件費支出 1,862,074

      物件費等支出 3,611,804

      支払利息支出 32,655

      その他の支出 23,568

    移転費用支出 4,809,703

      補助金等支出 2,100,881

      社会保障給付支出 1,157,005

      他会計への繰出支出 1,542,269

      その他の支出 9,548

  業務収入 11,868,633

    税収等収入 9,982,446

    国県等補助金収入 1,291,507

    使用料及び手数料収入 361,895

    その他の収入 232,785

  臨時支出 197,212

    災害復旧事業費支出 197,212

    その他の支出 -

  臨時収入 177,666

業務活動収支 1,509,282

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,937,417

    公共施設等整備費支出 1,728,464

    基金積立金支出 1,650,986

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 557,967

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,309,245

    国県等補助金収入 215,887

    基金取崩収入 1,541,633

    貸付金元金回収収入 534,373

    資産売却収入 17,352

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,628,172

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,362,160

    地方債償還支出 1,362,160

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,881,300

    地方債発行収入 1,874,500

前年度末歳計外現金残高 90,642

本年度歳計外現金増減額 21,694

本年度末歳計外現金残高 112,336

本年度末現金預金残高 1,270,954

    その他の収入 6,800

財務活動収支 519,140

本年度資金収支額 400,251

前年度末資金残高 758,367

本年度末資金残高 1,158,618


