
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 41,818,418 ※ 固定負債 21,084,582
有形固定資産 37,350,962 地方債等 17,982,641
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 1,947,785
立木竹 - 損失補償等引当金 24,330
建物 28,270,826 その他 1,129,826
建物減価償却累計額 △ 17,959,475 流動負債 6,157,582
工作物 1,431,139 1年内償還予定地方債等 5,181,935
工作物減価償却累計額 △ 51,808 未払金 71,355
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 369,040
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 535,252
その他 - 27,242,164
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 45,846,322
インフラ資産 15,252,262 余剰分（不足分） △ 21,576,847
土地 1,972,044
建物 2,777,887
建物減価償却累計額 △ 454,556
工作物 23,070,466
工作物減価償却累計額 △ 12,153,181
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 39,602
物品 3,858,075
物品減価償却累計額 △ 2,806,154
無形固定資産 642,590
ソフトウェア 1,605
その他 640,985
投資その他の資産 3,824,865
投資及び出資金 1,863,373
有価証券 500
出資金 1,862,873
その他 -
投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,949,957
長期貸付金 -
基金 185,790
減債基金 -
その他 185,790
その他 -
徴収不能引当金 △ 174,255

流動資産 9,693,221 ※

現金預金 4,995,909
未収金 1,266,658
短期貸付金 -
基金 3,437,499
財政調整基金 3,315,196
減債基金 122,303
棚卸資産 9,333
その他 18,730
徴収不能引当金 △ 34,909
繰延資産 - 24,269,475

51,511,639 51,511,639

※ 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。

【様式第１号】

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



（単位：千円）

経常費用 32,706,828
業務費用 10,992,891
人件費 4,344,576 ※

職員給与費 3,784,455
賞与等引当金繰入額 366,914
退職手当引当金繰入額 -
その他 193,208
物件費等 6,208,325
物件費 4,512,651
維持補修費 371,065
減価償却費 1,314,236
その他 10,373
その他の業務費用 439,991
支払利息 40,380
徴収不能引当金繰入額 204,566
その他 195,045

移転費用 21,713,937
補助金等 16,548,892
社会保障給付 5,153,711
他会計への繰出金 -
その他 11,334

経常収益 2,356,673 ※

使用料及び手数料 1,239,134
その他 1,117,540

純経常行政コスト 30,350,155
臨時損失 214,699
災害復旧事業費 67,792
資産除売却損 120,485
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 26,422
臨時利益 9,490
資産売却益 4,189
その他 5,301

純行政コスト 30,555,364

※ 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。

【様式第２号】

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



（単位：千円）

前年度末純資産残高 22,538,898 45,355,845 △ 22,816,947

純行政コスト（△） △ 30,555,364 △ 30,555,364

財源 32,257,545 ※ 32,257,545 ※

税収等 18,863,311 18,863,311

国県等補助金 13,394,235 13,394,235

本年度差額 1,702,181 1,702,181

固定資産等の変動（内部変動） 462,082 △ 462,082

有形固定資産等の増加 2,138,818 △ 2,138,818

有形固定資産等の減少 △ 1,533,440 1,533,440

貸付金・基金等の増加 725,201 △ 725,201

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 1,730,576 490,477 1,240,099

本年度末純資産残高 24,269,475 ※ 45,846,322 △ 21,576,847 ※

※ 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。

【様式第３号】

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）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 31,897,990
業務費用支出 10,370,235 ※

人件費支出 4,324,831
物件費等支出 5,090,892
支払利息支出 40,380
その他の支出 914,134
移転費用支出 21,527,755
補助金等支出 16,362,710
社会保障給付支出 5,153,711
他会計への繰出支出 -
その他の支出 11,334

業務収入 34,781,993
税収等収入 18,907,362
国県等補助金収入 12,672,664
使用料及び手数料収入 1,210,610
その他の収入 1,991,357
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 2,816,211
【投資活動収支】
投資活動支出 3,133,345
公共施設等整備費支出 2,012,284
基金積立金支出 1,077,593
投資及び出資金支出 8,468
貸付金支出 35,000
その他の支出 -
投資活動収入 1,139,470 ※

国県等補助金収入 266,625
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 4,349
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,993,875
【財務活動収支】
財務活動支出 2,630,027
地方債償還支出 2,630,027
その他の支出 -
財務活動収入 2,600,795
地方債発行収入 2,597,900
その他の収入 2,895

財務活動収支 △ 29,232
793,104

3,983,321
4,776,425

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 4,995,909

※ 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。

【様式第４号】

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
　自　平成３１年４月１日　
至　令和２年３月３１日

科目 金額


