
【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 17,434,228   固定負債 3,737,230

    有形固定資産 16,683,525     地方債 3,720,372

      事業用資産 4,420,987     長期未払金 -

        土地 787,043     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,067

        建物 7,772,315     その他 14,791

        建物減価償却累計額 -4,755,732   流動負債 411,353

        工作物 405,391     １年内償還予定地方債 367,555

        工作物減価償却累計額 -242,900     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 38,873

        航空機 -     預り金 940

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,986

        その他 - 負債合計 4,148,583

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 454,869   固定資産等形成分 18,423,194

      インフラ資産 12,198,143   余剰分（不足分） -3,985,465

        土地 311,049

        建物 166,478

        建物減価償却累計額 -165,613

        工作物 33,619,337

        工作物減価償却累計額 -21,760,226

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 27,118

      物品 924,076

      物品減価償却累計額 -859,681

    無形固定資産 18,156

      ソフトウェア 18,156

      その他 -

    投資その他の資産 732,546

      投資及び出資金 329,038

        有価証券 50,843

        出資金 45,633

        その他 232,562

      投資損失引当金 -140,020

      長期延滞債権 15,817

      長期貸付金 -

      基金 528,198

        減債基金 -

        その他 528,198

      その他 -

      徴収不能引当金 -486

  流動資産 1,152,085

    現金預金 160,675

    未収金 2,620

    短期貸付金 -

    基金 988,966

      財政調整基金 899,320

      減債基金 89,646

    棚卸資産 27

    その他 -

    徴収不能引当金 -204 純資産合計 14,437,729

資産合計 18,586,312 負債及び純資産合計 18,586,312

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 3,401,255

    その他 -

  臨時利益 2,397

    資産売却益 2,397

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 72,804

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,277,931

  臨時損失 125,721

    災害復旧事業費 52,917

  経常収益 124,776

    使用料及び手数料 22,275

    その他 102,502

      社会保障給付 198,140

      他会計への繰出金 209,867

      その他 1,530

        その他 18,724

    移転費用 1,022,205

      補助金等 612,668

      その他の業務費用 37,433

        支払利息 18,028

        徴収不能引当金繰入額 681

        維持補修費 81,248

        減価償却費 786,323

        その他 -

        その他 49,540

      物件費等 1,746,342

        物件費 878,771

        職員給与費 508,314

        賞与等引当金繰入額 38,873

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,402,707

    業務費用 2,380,502

      人件費 596,727

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 14,931,825 18,647,108 -3,715,282

  純行政コスト（△） -3,401,255 -3,401,255

  財源 2,910,526 2,910,526

    税収等 2,315,470 2,315,470

    国県等補助金 595,056 595,056

  本年度差額 -490,729 -490,729

  固定資産等の変動（内部変動） -220,546 220,546

    有形固定資産等の増加 533,110 -533,110

    有形固定資産等の減少 -786,323 786,323

    貸付金・基金等の増加 180,133 -180,133

    貸付金・基金等の減少 -147,466 147,466

  資産評価差額 -558 -558

  無償所管換等 -2,810 -2,810

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -494,096 -223,914 -270,183

本年度末純資産残高 14,437,729 18,423,194 -3,985,465

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 3,504

本年度歳計外現金増減額 -2,564

本年度末歳計外現金残高 940

本年度末現金預金残高 160,675

    その他の収入 -

財務活動収支 327,972

本年度資金収支額 59,285

前年度末資金残高 100,450

本年度末資金残高 159,735

  財務活動支出 364,680

    地方債償還支出 363,701

    その他の支出 978

  財務活動収入 692,652

    地方債発行収入 692,652

    貸付金元金回収収入 258

    資産売却収入 2,397

    その他の収入 1,482

投資活動収支 -581,626

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 78,944

    国県等補助金収入 17,013

    基金取崩収入 57,794

【投資活動収支】

  投資活動支出 660,570

    公共施設等整備費支出 514,396

    基金積立金支出 19,764

    投資及び出資金支出 126,409

  臨時支出 52,917

    災害復旧事業費支出 52,917

    その他の支出 -

  臨時収入 47,821

業務活動収支 312,939

  業務収入 2,929,295

    税収等収入 2,312,069

    国県等補助金収入 530,223

    使用料及び手数料収入 22,210

    その他の収入 64,794

    移転費用支出 1,022,205

      補助金等支出 612,668

      社会保障給付支出 198,140

      他会計への繰出支出 209,867

      その他の支出 1,530

    業務費用支出 1,589,055

      人件費支出 595,474

      物件費等支出 959,438

      支払利息支出 18,028

      その他の支出 16,116

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 2,611,260


