
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 31,359,855 ※ 固定負債 15,790,046

有形固定資産 28,000,012 ※ 地方債 13,929,607
事業用資産 21,046,779 ※ 長期未払金 -

土地 9,346,062 退職手当引当金 1,818,471
立木竹 - 損失補償等引当金 24,330
建物 28,270,826 その他 17,638
建物減価償却累計額 △ 17,959,475 流動負債 4,263,097
工作物 1,431,139 1年内償還予定地方債 3,704,653
工作物減価償却累計額 △ 51,808 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 356,598
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 201,846
その他 - 20,053,143
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 10,033 固定資産等形成分 31,057,202

インフラ資産 6,732,522 余剰分（不足分） △ 13,247,114
土地 1,826,875
建物 1,705,479
建物減価償却累計額 △ 34,110
工作物 7,132,621
工作物減価償却累計額 △ 3,922,924
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 24,581

物品 790,873
物品減価償却累計額 △ 570,162

無形固定資産 642,357
ソフトウェア 1,372
その他 640,985

投資その他の資産 2,717,486 ※

投資及び出資金 1,875,586
有価証券 500
出資金 1,875,086
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 892,837
長期貸付金 -
基金 15,102

減債基金 -
その他 15,102

その他 -
徴収不能引当金 △ 66,038

流動資産 6,503,375 ※

現金預金 3,085,927
未収金 883,249
短期貸付金 0
基金 2,534,295

財政調整基金 2,411,992
減債基金 122,303

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 97 17,810,088

37,863,230 37,863,230 ※

※ 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。

金額

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



（単位：千円）

経常費用 19,438,367 ※

業務費用 9,308,348 ※

人件費 4,194,662
職員給与費 3,662,606
賞与等引当金繰入額 356,598
退職手当引当金繰入額 -
その他 175,458

物件費等 4,910,131 ※

物件費 3,782,574
維持補修費 186,435
減価償却費 931,142
その他 9,981

その他の業務費用 203,554 ※

支払利息 -
徴収不能引当金繰入額 66,135
その他 137,420

移転費用 10,130,019
補助金等 3,336,228
社会保障給付 5,152,535
他会計への繰出金 1,638,920
その他 2,336

経常収益 875,331
使用料及び手数料 272,331
その他 603,000

純経常行政コスト △ 18,563,037 ※

臨時損失 199,752 ※

災害復旧事業費 67,792
資産除売却損 119,753
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 12,208

臨時利益 4,185 ※

資産売却益 4,181
その他 5

純行政コスト △ 18,758,603 ※

※ 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



（単位：千円）

前年度末純資産残高 16,853,411 30,554,067 △ 13,700,656

純行政コスト（△） △ 18,758,603 △ 18,758,603

財源 19,686,886 19,686,886

税収等 13,741,717 13,741,717

国県等補助金 5,945,169 5,945,169

本年度差額 928,282 ※ 928,282 ※

固定資産等の変動（内部変動） 474,740 △ 474,740

有形固定資産等の増加 1,817,521 △ 1,817,521

有形固定資産等の減少 △ 1,069,343 1,069,343

貸付金・基金等の増加 595,059 △ 595,059

貸付金・基金等の減少 △ 868,497 868,497

資産評価差額 - -

無償所管換等 28,395 28,395

その他 - - -

本年度純資産変動額 956,677 503,135 453,542

本年度末純資産残高 17,810,088 31,057,202 △ 13,247,114

※ 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）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 18,211,918 ※

業務費用支出 8,260,597 ※

人件費支出 4,173,002
物件費等支出 3,978,989
支払利息支出 -
その他の支出 108,605

移転費用支出 9,951,321
補助金等支出 3,157,530
社会保障給付支出 5,152,535
他会計への繰出支出 1,638,920
その他の支出 2,336

業務収入 19,894,280
税収等収入 13,737,168
国県等補助金収入 5,305,698
使用料及び手数料収入 268,727
その他の収入 582,687

臨時支出 67,792
災害復旧事業費支出 67,792
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 1,614,571 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 2,420,013

公共施設等整備費支出 1,813,591
基金積立金支出 560,059
投資及び出資金支出 11,363
貸付金支出 35,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,065,128 ※

国県等補助金収入 192,451
基金取崩収入 833,497
貸付金元金回収収入 35,000
資産売却収入 4,181
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,354,885
【財務活動収支】

財務活動支出 2,029,419
地方債償還支出 2,029,419
その他の支出 -

財務活動収入 2,429,400
地方債発行収入 2,429,400
その他の収入 -

財務活動収支 399,981
659,667

2,206,776
2,866,444 ※

前年度末歳計外現金残高 196,238
本年度歳計外現金増減額 23,245
本年度末歳計外現金残高 219,484 ※

本年度末現金預金残高 3,085,927 ※

※ 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


