
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 125,802,607 ※ 固定負債 47,572,247

有形固定資産 118,713,108 ※ 地方債 43,846,783
事業用資産 63,254,910 長期未払金 -

土地 35,194,472 退職手当引当金 3,692,479
立木竹 - 損失補償等引当金 10,037
建物 71,253,857 その他 22,948
建物減価償却累計額 △ 47,112,190 流動負債 7,296,986 ※

工作物 5,757,536 1年内償還予定地方債 5,357,346
工作物減価償却累計額 △ 3,932,767 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 537,254
航空機 - 預り金 1,388,349
航空機減価償却累計額 - その他 14,036
その他 - 54,869,234 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 2,094,002 固定資産等形成分 127,061,023

インフラ資産 54,756,709 余剰分（不足分） △ 51,737,617
土地 13,988,749
建物 2,352,517
建物減価償却累計額 △ 858,889
工作物 103,813,239
工作物減価償却累計額 △ 65,880,156
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,341,249

物品 3,348,127
物品減価償却累計額 △ 2,646,637

無形固定資産 10,509
ソフトウェア 10,509
その他 -

投資その他の資産 7,078,991 ※

投資及び出資金 2,078,277
有価証券 -
出資金 2,078,277
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,492,892
長期貸付金 121,579
基金 3,559,718

減債基金 364,151
その他 3,195,567

その他 -
徴収不能引当金 △ 173,474

流動資産 4,390,032 ※

現金預金 2,766,716
未収金 412,876
短期貸付金 32,194
基金 1,226,221

財政調整基金 1,226,221
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 47,976 75,323,406

130,192,639 130,192,639 ※

※ 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。

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



（単位：千円）

経常費用 50,741,816
業務費用 24,580,645

人件費 9,228,239 ※

職員給与費 7,716,557
賞与等引当金繰入額 537,254
退職手当引当金繰入額 △ 277,330
その他 1,251,757

物件費等 14,600,638
物件費 9,798,055
維持補修費 844,870
減価償却費 3,957,713
その他 -

その他の業務費用 751,769
支払利息 314,335
徴収不能引当金繰入額 183,618
その他 253,816

移転費用 26,161,171
補助金等 12,647,995
社会保障給付 10,041,921
他会計への繰出金 3,308,960
その他 162,295

経常収益 994,763
使用料及び手数料 439,009
その他 555,754

純経常行政コスト △ 49,747,053
臨時損失 168,764

災害復旧事業費 166,384
資産除売却損 2,380
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 17,565
資産売却益 17,565
その他 -

純行政コスト △ 49,898,252

※ 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 75,563,734 127,860,291 △ 52,296,557

純行政コスト（△） △ 49,898,252 △ 49,898,252

財源 49,358,596 49,358,596

税収等 35,850,927 35,850,927

国県等補助金 13,507,669 13,507,669

本年度差額 △ 539,656 △ 539,656

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,098,596 1,098,596

有形固定資産等の増加 5,381,433 △ 5,381,433

有形固定資産等の減少 △ 6,237,423 6,237,423

貸付金・基金等の増加 6,033,043 △ 6,033,043

貸付金・基金等の減少 △ 6,275,649 6,275,649

資産評価差額 - -

無償所管換等 299,327 299,327

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 240,329 △ 799,269 558,940

本年度末純資産残高 75,323,406 ※ 127,061,023 ※ △ 51,737,617

※ 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 46,859,838

業務費用支出 20,698,668 ※

人件費支出 9,486,221
物件費等支出 10,683,205
支払利息支出 314,335
その他の支出 214,906

移転費用支出 26,161,171
補助金等支出 12,647,995
社会保障給付支出 10,041,921
他会計への繰出支出 3,308,960
その他の支出 162,295

業務収入 48,919,184 ※

税収等収入 35,817,208
国県等補助金収入 12,111,170
使用料及び手数料収入 438,992
その他の収入 551,813

臨時支出 166,384
災害復旧事業費支出 166,384
その他の支出 -

臨時収入 71,630
業務活動収支 1,964,592
【投資活動収支】

投資活動支出 6,709,519
公共施設等整備費支出 3,105,658
基金積立金支出 126,811
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 3,477,050
その他の支出 -

投資活動収入 5,038,964 ※

国県等補助金収入 1,324,869
基金取崩収入 218,005
貸付金元金回収収入 3,476,971
資産売却収入 19,120
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,670,555
【財務活動収支】

財務活動支出 5,445,883
地方債償還支出 5,445,883
その他の支出 -

財務活動収入 4,961,100
地方債発行収入 4,961,100
その他の収入 -

財務活動収支 △ 484,783
△ 190,746
1,569,113
1,378,367

前年度末歳計外現金残高 1,282,246
本年度歳計外現金増減額 106,104
本年度末歳計外現金残高 1,388,349 ※

本年度末現金預金残高 2,766,716

※ 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


