
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 16,074,741   固定負債 4,525,971

    有形固定資産 15,469,049     地方債 3,930,879

      事業用資産 5,696,515     長期未払金 -

        土地 3,151,265     退職手当引当金 571,371

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,800,193     その他 23,721

        建物減価償却累計額 -7,509,508   流動負債 597,774

        工作物 1,009,677     １年内償還予定地方債 493,482

        工作物減価償却累計額 -755,112     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 57,518

        航空機 -     預り金 18,525

        航空機減価償却累計額 -     その他 28,248

        その他 - 負債合計 5,123,744

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 16,387,435

      インフラ資産 9,642,629   余剰分（不足分） -5,082,104

        土地 358,507

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 33,430,354

        工作物減価償却累計額 -24,282,475

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 136,243

      物品 445,240

      物品減価償却累計額 -315,335

    無形固定資産 87,054

      ソフトウェア 87,054

      その他 -

    投資その他の資産 518,638

      投資及び出資金 105,472

        有価証券 2,044

        出資金 103,428

        その他 -

      投資損失引当金 -68,727

      長期延滞債権 6,924

      長期貸付金 -

      基金 475,336

        減債基金 36,315

        その他 439,021

      その他 -

      徴収不能引当金 -367

  流動資産 354,335

    現金預金 39,673

    未収金 2,051

    短期貸付金 -

    基金 312,694

      財政調整基金 312,694

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -84 純資産合計 11,305,332

資産合計 16,429,076 負債及び純資産合計 16,429,076

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）
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【様式第2号】

会計：一般会計 （単位：千円）

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

  経常費用 3,389,204

    業務費用 2,289,973

      人件費 613,976

        職員給与費 515,971

        賞与等引当金繰入額 57,518

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 40,486

      物件費等 1,644,852

        物件費 692,264

        維持補修費 37,029

        減価償却費 914,244

        その他 1,315

      その他の業務費用 31,145

        支払利息 22,236

        徴収不能引当金繰入額 367

        その他 8,542

    移転費用 1,099,231

      補助金等 371,052

      社会保障給付 230,956

      他会計への繰出金 494,430

      その他 2,793

  経常収益 139,274

    使用料及び手数料 42,302

    その他 96,972

純経常行政コスト 3,249,930

  臨時損失 59,089

    災害復旧事業費 39,469

    資産除売却損 7,088

    投資損失引当金繰入額 12,531

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 945

    資産売却益 945

    その他 -

純行政コスト 3,308,074
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【様式第3号】

会計：一般会計 （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 11,763,243 16,958,526 -5,195,283

  純行政コスト（△） -3,308,074 -3,308,074

  財源 2,850,162 2,850,162

    税収等 2,350,937 2,350,937

    国県等補助金 499,225 499,225

  本年度差額 -457,911 -457,911

  固定資産等の変動（内部変動） -571,091 571,091

    有形固定資産等の増加 342,152 -342,152

    有形固定資産等の減少 -917,291 917,291

    貸付金・基金等の増加 101,569 -101,569

    貸付金・基金等の減少 -97,521 97,521

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -457,911 -571,091 113,179

本年度末純資産残高 11,305,332 16,387,435 -5,082,104

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

－３－



【様式第4号】

会計：一般会計 （単位：千円）

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 2,461,664

    業務費用支出 1,362,433

      人件費支出 601,349

      物件費等支出 730,608

      支払利息支出 22,236

      その他の支出 8,240

    移転費用支出 1,099,231

      補助金等支出 371,052

      社会保障給付支出 230,956

      他会計への繰出支出 494,430

      その他の支出 2,793

  業務収入 2,770,635

    税収等収入 2,350,901

    国県等補助金収入 304,831

    使用料及び手数料収入 42,449

    その他の収入 72,454

  臨時支出 46,558

    災害復旧事業費支出 39,469

    その他の支出 7,088

  臨時収入 24,660

業務活動収支 287,074

【投資活動収支】

  投資活動支出 423,272

    公共施設等整備費支出 328,980

    基金積立金支出 94,291

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 252,453

    国県等補助金収入 169,734

    基金取崩収入 77,880

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 3,992

    その他の収入 847

投資活動収支 -170,818

【財務活動収支】

  財務活動支出 520,497

    地方債償還支出 492,273

    その他の支出 28,224

  財務活動収入 372,938

    地方債発行収入 372,938

    その他の収入 -

財務活動収支 -147,559

本年度資金収支額 -31,304

前年度末資金残高 52,452

本年度末資金残高 21,148

前年度末歳計外現金残高 11,059

本年度歳計外現金増減額 7,466

本年度末歳計外現金残高 18,525

本年度末現金預金残高 39,673
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