
【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 167,751,107   固定負債 39,157,825

    有形固定資産 157,430,746     地方債 33,390,916

      事業用資産 56,715,035     長期未払金 -

        土地 26,252,863     退職手当引当金 5,718,169

        立木竹 -     損失補償等引当金 48,740

        建物 75,011,504     その他 -

        建物減価償却累計額 -46,404,429   流動負債 4,052,337

        工作物 5,185,504     １年内償還予定地方債 3,479,495

        工作物減価償却累計額 -3,950,007     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 445,073

        航空機 -     預り金 76,911

        航空機減価償却累計額 -     その他 50,858

        その他 - 負債合計 43,210,162

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 619,600   固定資産等形成分 171,151,462

      インフラ資産 100,187,161   余剰分（不足分） -42,620,991

        土地 9,699,018

        建物 1,395,697

        建物減価償却累計額 -899,156

        工作物 203,697,331

        工作物減価償却累計額 -114,007,812

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 302,083

      物品 3,214,332

      物品減価償却累計額 -2,685,783

    無形固定資産 770

      ソフトウェア 770

      その他 -

    投資その他の資産 10,319,591

      投資及び出資金 1,700,202

        有価証券 480,951

        出資金 751,751

        その他 467,500

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 379,240

      長期貸付金 1,841,399

      基金 6,431,434

        減債基金 -

        その他 6,431,434

      その他 -

      徴収不能引当金 -32,684

  流動資産 3,989,526

    現金預金 425,373

    未収金 179,820

    短期貸付金 15,252

    基金 3,385,103

      財政調整基金 2,897,567

      減債基金 487,536

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -16,022 純資産合計 128,530,471

資産合計 171,740,633 負債及び純資産合計 171,740,633

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 204,472

純行政コスト 33,192,488

    その他 -

  臨時利益 216,082

    資産売却益 11,610

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 38,315

純経常行政コスト 33,066,033

  臨時損失 342,536

    災害復旧事業費 304,221

  経常収益 1,271,006

    使用料及び手数料 576,910

    その他 694,096

      社会保障給付 6,676,668

      他会計への繰出金 2,229,634

      その他 389,914

        その他 162,888

    移転費用 14,040,775

      補助金等 4,744,559

      その他の業務費用 418,116

        支払利息 206,521

        徴収不能引当金繰入額 48,706

        維持補修費 1,120,418

        減価償却費 6,592,166

        その他 -

        その他 777,994

      物件費等 13,125,952

        物件費 5,413,368

        職員給与費 5,529,129

        賞与等引当金繰入額 445,073

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 34,337,039

    業務費用 20,296,264

      人件費 6,752,196

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 132,510,747 175,843,558 -43,332,811

  純行政コスト（△） -33,192,488 -33,192,488

  財源 28,904,122 28,904,122

    税収等 20,413,260 20,413,260

    国県等補助金 8,490,862 8,490,862

  本年度差額 -4,288,366 -4,288,366

  固定資産等の変動（内部変動） -5,000,185 5,000,185

    有形固定資産等の増加 1,638,683 -1,638,683

    有形固定資産等の減少 -6,615,078 6,615,078

    貸付金・基金等の増加 1,525,561 -1,525,561

    貸付金・基金等の減少 -1,549,350 1,549,350

  資産評価差額 -208 -208

  無償所管換等 308,298 308,298

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -3,980,276 -4,692,095 711,819

本年度末純資産残高 128,530,471 171,151,462 -42,620,991

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 92,432

本年度歳計外現金増減額 -15,521

本年度末歳計外現金残高 76,911

本年度末現金預金残高 425,373

    その他の収入 -

財務活動収支 -337,401

本年度資金収支額 172,612

前年度末資金残高 175,850

本年度末資金残高 348,462

  財務活動支出 3,302,172

    地方債償還支出 3,302,172

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,964,771

    地方債発行収入 2,964,771

    貸付金元金回収収入 572,189

    資産売却収入 34,523

    その他の収入 -

投資活動収支 -661,293

【財務活動収支】

    貸付金支出 602,242

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,067,593

    国県等補助金収入 990,556

    基金取崩収入 470,325

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,728,886

    公共施設等整備費支出 1,638,683

    基金積立金支出 137,618

    投資及び出資金支出 350,343

  臨時支出 304,221

    災害復旧事業費支出 304,221

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,171,306

  業務収入 29,143,563

    税収等収入 20,396,826

    国県等補助金収入 7,500,306

    使用料及び手数料収入 585,991

    その他の収入 660,440

    移転費用支出 14,040,775

      補助金等支出 4,744,559

      社会保障給付支出 6,676,668

      他会計への繰出支出 2,229,634

      その他の支出 389,914

    業務費用支出 13,627,260

      人件費支出 6,753,525

      物件費等支出 6,540,040

      支払利息支出 206,521

      その他の支出 127,174

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 27,668,035


