
【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 29,441,678   固定負債 3,100,595

    有形固定資産 25,043,828     地方債 2,555,536

      事業用資産 10,421,267     長期未払金 -

        土地 1,248,523     退職手当引当金 540,678

        立木竹 3,969,778     損失補償等引当金 -

        建物 10,749,218     その他 4,381

        建物減価償却累計額 -6,310,948   流動負債 499,554

        工作物 3,168,172     １年内償還予定地方債 431,655

        工作物減価償却累計額 -2,414,290     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 37,818

        航空機 -     預り金 15,149

        航空機減価償却累計額 -     その他 14,932

        その他 - 負債合計 3,600,148

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 10,813   固定資産等形成分 31,122,570

      インフラ資産 14,247,357   余剰分（不足分） -3,299,187

        土地 158,318

        建物 1,846

        建物減価償却累計額 -255

        工作物 31,427,308

        工作物減価償却累計額 -18,139,718

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 799,858

      物品 1,850,490

      物品減価償却累計額 -1,475,286

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,397,850

      投資及び出資金 72,803

        有価証券 8,094

        出資金 64,709

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 33,201

      長期貸付金 41,405

      基金 4,253,492

        減債基金 248,122

        その他 4,005,370

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,052

  流動資産 1,981,853

    現金預金 284,406

    未収金 12,861

    短期貸付金 -

    基金 1,680,892

      財政調整基金 1,680,892

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 5,000

    徴収不能引当金 -1,306 純資産合計 27,823,383

資産合計 31,423,531 負債及び純資産合計 31,423,531

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 3,935,194

    その他 -

  臨時利益 17,861

    資産売却益 17,861

    資産除売却損 1,753

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 3,951,301

  臨時損失 1,753

    災害復旧事業費 -

  経常収益 141,509

    使用料及び手数料 56,124

    その他 85,385

      社会保障給付 175,525

      他会計への繰出金 496,106

      その他 1,431

        その他 10,650

    移転費用 1,268,441

      補助金等 595,378

      その他の業務費用 19,493

        支払利息 8,974

        徴収不能引当金繰入額 -131

        維持補修費 208,342

        減価償却費 1,179,108

        その他 12,579

        その他 119,762

      物件費等 2,140,376

        物件費 740,347

        職員給与費 450,907

        賞与等引当金繰入額 37,818

        退職手当引当金繰入額 56,014

  経常費用 4,092,810

    業務費用 2,824,369

      人件費 664,500

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 28,107,169 31,575,824 -3,468,655

  純行政コスト（△） -3,935,194 -3,935,194

  財源 3,637,058 3,637,058

    税収等 3,053,768 3,053,768

    国県等補助金 583,290 583,290

  本年度差額 -298,136 -298,136

  固定資産等の変動（内部変動） -467,605 467,605

    有形固定資産等の増加 511,445 -511,445

    有形固定資産等の減少 -1,201,055 1,201,055

    貸付金・基金等の増加 313,870 -313,870

    貸付金・基金等の減少 -91,865 91,865

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 14,351 14,351

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -283,786 -453,254 169,468

本年度末純資産残高 27,823,383 31,122,570 -3,299,187

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 12,555

本年度歳計外現金増減額 2,595

本年度末歳計外現金残高 15,149

本年度末現金預金残高 284,406

    その他の収入 -

財務活動収支 -37,438

本年度資金収支額 97,409

前年度末資金残高 171,847

本年度末資金残高 269,257

  財務活動支出 430,438

    地方債償還支出 430,438

    その他の支出 -

  財務活動収入 393,000

    地方債発行収入 393,000

    貸付金元金回収収入 5,160

    資産売却収入 18,271

    その他の収入 -

投資活動収支 -507,257

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,600

    その他の支出 -

  投資活動収入 261,549

    国県等補助金収入 218,446

    基金取崩収入 19,671

【投資活動収支】

  投資活動支出 768,807

    公共施設等整備費支出 491,663

    基金積立金支出 270,544

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 642,105

  業務収入 3,553,897

    税収等収入 3,048,088

    国県等補助金収入 364,843

    使用料及び手数料収入 55,580

    その他の収入 85,385

    移転費用支出 1,268,441

      補助金等支出 595,378

      社会保障給付支出 175,525

      他会計への繰出支出 496,106

      その他の支出 1,431

    業務費用支出 1,643,351

      人件費支出 608,090

      物件費等支出 1,021,276

      支払利息支出 8,974

      その他の支出 5,010

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 2,911,792


