
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 246,497,533   固定負債 104,209,673

    有形固定資産 235,405,561     地方債等 67,054,470

      事業用資産 58,464,155     長期未払金 -

        土地 27,067,794     退職手当引当金 6,168,506

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 48,740

        立木竹 -     その他 30,937,957

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,385,996

        建物 76,112,479     １年内償還予定地方債等 5,882,916

        建物減価償却累計額 -46,710,817     未払金 795,690

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,335,216     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,963,750     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 496,449

        船舶 -     預り金 79,775

        船舶減価償却累計額 -     その他 131,165

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 111,595,669

        浮標等 5,591 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,957   固定資産等形成分 249,897,889

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -108,202,929

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 619,600

      インフラ資産 168,114,039

        土地 11,359,843

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,690,965

        建物減価償却累計額 -1,466,936

        建物減損損失累計額 -

        工作物 280,529,828

        工作物減価償却累計額 -129,777,947

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 778,287

      物品 15,674,301

      物品減価償却累計額 -6,846,934

      物品減損損失累計額 -

    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 11,091,202

      投資及び出資金 654,692

        有価証券 480,951

        出資金 173,741

        その他 -

      長期延滞債権 482,188

      長期貸付金 1,841,399

      基金 8,119,596

        減債基金 -

        その他 8,119,596

      その他 42,597

      徴収不能引当金 -49,270

  流動資産 6,793,095

    現金預金 2,263,419

    未収金 1,111,214

    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 22,774

    その他 36,725

    徴収不能引当金 -41,392

  繰延資産 - 純資産合計 141,694,960

資産合計 253,290,628 負債及び純資産合計 253,290,628

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 11,723

    その他 210,957

純行政コスト 49,289,301

    損失補償等引当金繰入額 38,315

    その他 11,364

  臨時利益 222,680

  臨時損失 353,900

    災害復旧事業費 304,221

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 3,941,702

    その他 821,418

純経常行政コスト 49,158,081

      社会保障給付 6,677,768

      その他 390,331

  経常収益 4,763,120

        その他 488,557

    移転費用 26,780,188

      補助金等 19,712,088

      その他の業務費用 1,251,410

        支払利息 674,641

        徴収不能引当金繰入額 88,212

        維持補修費 1,312,838

        減価償却費 9,716,478

        その他 -

        その他 1,231,590

      物件費等 17,726,218

        物件費 6,696,902

        職員給与費 6,355,951

        賞与等引当金繰入額 496,449

        退職手当引当金繰入額 79,395

  経常費用 53,921,201

    業務費用 27,141,014

      人件費 8,163,385

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：全体会計 （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 145,710,476 256,107,897 -110,397,421

  純行政コスト（△） -49,289,301 -49,289,301

  財源 44,958,924 44,958,924

    税収等 27,451,204 27,451,204

    国県等補助金 17,507,720 17,507,720

  本年度差額 -4,330,376 -4,330,376

  固定資産等の変動（内部変動） -6,167,754 6,167,754

    有形固定資産等の増加 3,733,685 -3,733,685

    有形固定資産等の減少 -9,743,772 9,743,772

    貸付金・基金等の増加 1,829,700 -1,829,700

    貸付金・基金等の減少 -1,987,368 1,987,368

  資産評価差額 -208 -208

  無償所管換等 308,298 308,298

  他団体出資等分の増加 -

  他団体出資等分の減少 -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - -

  その他 6,771 -350,343 357,114

  本年度純資産変動額 -4,015,516 -6,210,008 2,194,492

本年度末純資産残高 141,694,960 249,897,889 -108,202,929

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：全体会計 （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 2,263,419

財務活動収支 -1,030,847

本年度資金収支額 443,743

前年度末資金残高 1,742,765

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,186,508

    地方債等償還支出 6,062,297

    その他の支出 -

  財務活動収入 5,031,450

    地方債等発行収入 4,963,871

    その他の収入 67,579

    資産売却収入 34,636

    その他の収入 350,343

投資活動収支 -1,927,876

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,062,297

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,199,238

    国県等補助金収入 1,470,734

    基金取崩収入 771,336

    貸付金元金回収収入 572,189

  投資活動支出 5,127,114

    公共施設等整備費支出 3,855,145

    基金積立金支出 319,384

    投資及び出資金支出 350,343

    貸付金支出 602,242

    災害復旧事業費支出 304,221

    その他の支出 11,364

  臨時収入 6,485

業務活動収支 3,402,466

【投資活動収支】

    税収等収入 27,799,486

    国県等補助金収入 15,051,873

    使用料及び手数料収入 3,991,811

    その他の収入 767,593

  臨時支出 315,585

    移転費用支出 26,780,188

      補助金等支出 19,712,088

      社会保障給付支出 6,677,768

      その他の支出 390,331

  業務収入 47,610,763

    業務費用支出 17,119,010

      人件費支出 8,145,439

      物件費等支出 7,985,553

      支払利息支出 674,641

      その他の支出 313,377

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 43,899,198


