
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 90,704,695 ※ 固定負債 43,292,044

有形固定資産 84,568,529 ※ 地方債 36,716,567
事業用資産 61,801,746 ※ 長期未払金 149,703

土地 52,752,173 退職手当引当金 6,026,621
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 36,003,633 その他 399,153
建物減価償却累計額 △ 27,065,927 流動負債 5,046,444 ※

工作物 135,932 1年内償還予定地方債 3,781,076
工作物減価償却累計額 △ 28,694 未払金 36,527
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 620,188
航空機 - 預り金 608,654
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 48,338,488
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,628 固定資産等形成分 94,471,632

インフラ資産 22,631,668 余剰分（不足分） △ 45,226,699
土地 15,302,105
建物 86,798
建物減価償却累計額 △ 80,788
工作物 29,599,435
工作物減価償却累計額 △ 23,217,333
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 941,451

物品 968,613
物品減価償却累計額 △ 833,498

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 6,136,166
投資及び出資金 114,423

有価証券 -
出資金 114,423
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 516,073
長期貸付金 -
基金 5,560,247

減債基金 18,298
その他 5,541,949

その他 -
徴収不能引当金 △ 54,577

流動資産 6,878,727 ※

現金預金 2,853,374
未収金 261,811
短期貸付金 0
基金 3,766,937

財政調整基金 3,766,937
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 3,396 49,244,933

97,583,422 97,583,422 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 50,861,867 ※

業務費用 21,143,742 ※

人件費 7,809,529
職員給与費 5,904,579
賞与等引当金繰入額 620,188
退職手当引当金繰入額 124,417
その他 1,160,345

物件費等 12,500,787 ※

物件費 10,072,997
維持補修費 1,306,398
減価償却費 1,120,577
その他 816

その他の業務費用 833,427
支払利息 259,544
徴収不能引当金繰入額 57,972
その他 515,911

移転費用 29,718,124 ※

補助金等 8,349,807
社会保障給付 14,317,013
他会計への繰出金 6,957,206
その他 94,099

経常収益 1,877,638
使用料及び手数料 1,084,962
その他 792,676

純経常行政コスト △ 48,984,229
臨時損失 44,428

災害復旧事業費 44,212
資産除売却損 216
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 19,666
資産売却益 19,666
その他 -

純行政コスト △ 49,008,991

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



【様式第３号】

（単位：千円）

前年度末純資産残高 49,072,722 95,090,377 △ 46,017,655

純行政コスト（△） △ 49,008,991 △ 49,008,991

財源 48,842,820 48,842,820

税収等 29,624,533 29,624,533

国県等補助金 19,218,287 19,218,287

本年度差額 △ 166,170 ※ △ 166,170 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 957,126 957,126

有形固定資産等の増加 1,128,299 △ 1,128,299

有形固定資産等の減少 △ 1,805,359 1,805,359

貸付金・基金等の増加 1,610,671 △ 1,610,671

貸付金・基金等の減少 △ 1,890,737 1,890,737

資産評価差額 - -

無償所管換等 338,383 338,383

その他 △ 1 △ 1 -

本年度純資産変動額 172,211 ※ △ 618,745 ※ 790,956

本年度末純資産残高 49,244,933 94,471,632 △ 45,226,699

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第４号】

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 49,955,046

業務費用支出 20,208,018
人件費支出 8,063,936
物件費等支出 11,397,275
支払利息支出 259,544
その他の支出 487,263

移転費用支出 29,747,028
補助金等支出 8,378,307
社会保障給付支出 14,317,416
他会計への繰出支出 6,957,206
その他の支出 94,099

業務収入 50,474,512 ※

税収等収入 29,582,259
国県等補助金収入 19,094,720
使用料及び手数料収入 1,084,755
その他の収入 712,776

臨時支出 44,212
災害復旧事業費支出 44,212
その他の支出 -

臨時収入 24,554
業務活動収支 499,807 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 2,059,547

公共施設等整備費支出 448,876
基金積立金支出 1,595,671
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 15,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,025,341 ※

国県等補助金収入 99,140
基金取崩収入 1,875,737
貸付金元金回収収入 15,000
資産売却収入 35,465
その他の収入 -

投資活動収支 △ 34,206
【財務活動収支】

財務活動支出 3,780,863
地方債償還支出 3,736,151
その他の支出 44,712

財務活動収入 3,221,376
地方債発行収入 3,221,376
その他の収入 -

財務活動収支 △ 559,487
△ 93,886
2,248,712
2,154,826

前年度末歳計外現金残高 594,131
本年度歳計外現金増減額 104,417
本年度末歳計外現金残高 698,548
本年度末現金預金残高 2,853,374

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


