
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 92,779,452 ※ 固定負債 43,368,265

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 225,924

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 5,091,348
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 54,746
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 646,872
航空機 - 預り金 608,654
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 48,459,613
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 96,546,389

インフラ資産 22,631,668 余剰分（不足分） △ 44,578,996
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 8,210,923 ※

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 776,334
長期貸付金 -
基金 7,482,960 ※

減債基金 18,298
その他 7,464,661

その他 -
徴収不能引当金 △ 162,794

流動資産 7,647,554
現金預金 3,353,990
未収金 535,230
短期貸付金 -
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 △ 8,603 51,967,393

100,427,006 ※ 100,427,006

※ 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。

全体貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 77,045,033 ※

業務費用 22,801,069 ※

人件費 8,190,880
職員給与費 6,165,961
賞与等引当金繰入額 646,872
退職手当引当金繰入額 124,417
その他 1,253,630

物件費等 13,417,902
物件費 10,990,111
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 1,192,287 ※

支払利息 259,762
徴収不能引当金繰入額 171,397
その他 761,129

移転費用 54,243,964
補助金等 38,300,074
社会保障給付 14,317,013
他会計への繰出金 1,532,778
その他 94,099

経常収益 2,108,266 ※

使用料及び手数料 1,084,993
その他 1,023,274

純経常行政コスト △ 74,936,767
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 △ 74,961,529

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 52,069,395 97,342,258 △ 45,272,863

純行政コスト（△） △ 74,961,529 △ 74,961,529

財源 74,521,145 74,521,145

税収等 40,030,673 40,030,673

国県等補助金 34,490,472 34,490,472

本年度差額 △ 440,384 △ 440,384

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,134,251 1,134,251

有形固定資産等の増加 1,556,011 △ 1,556,011

有形固定資産等の減少 △ 2,228,628 2,228,628

貸付金・基金等の増加 1,969,583 △ 1,969,583

貸付金・基金等の減少 △ 2,431,217 2,431,217

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 △ 102,002 △ 795,869 693,867

本年度末純資産残高 51,967,393 96,546,389 △ 44,578,996

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 76,021,877 ※

業務費用支出 21,749,009 ※

人件費支出 8,444,361
物件費等支出 12,314,399
支払利息支出 259,762
その他の支出 730,486

移転費用支出 54,272,868 ※

補助金等支出 38,328,574
社会保障給付支出 14,317,416
他会計への繰出支出 1,532,778
その他の支出 94,099

業務収入 76,257,522
税収等収入 39,908,558
国県等補助金収入 34,366,892
使用料及び手数料収入 1,084,786
その他の収入 897,286

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 24,567
業務活動収支 216,000 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 2,418,459

公共施設等整備費支出 448,876
基金積立金支出 1,954,583
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 2,565,821 ※

国県等補助金収入 99,140
基金取崩収入 2,416,217
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 147,362 ※

【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
△ 196,125 ※

2,851,566
2,655,442 ※

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 3,353,990 ※

※ 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。

全体資金収支計算書

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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


