
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 16,315,002 固定負債 3,843,014

有形固定資産 11,591,592 地方債 3,188,913
事業用資産 7,256,972 長期未払金 -                

土地 119,940 退職手当引当金 654,101
立木竹 1,115,829 損失補償等引当金 -                
建物 14,721,091 その他 -                
建物減価償却累計額 -8,772,023 流動負債 721,379
工作物 76,522 1年内償還予定地方債 693,890
工作物減価償却累計額 -4,385 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 23,391
航空機 -                預り金 4,099
航空機減価償却累計額 -                その他 -                
その他 -                
その他減価償却累計額 -                
建設仮勘定 -                

インフラ資産 4,207,652
土地 30,946
建物 286,287
建物減価償却累計額 -216,069
工作物 13,855,360
工作物減価償却累計額 -9,748,872
その他 -                負債合計 4,564,393
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 -                固定資産等形成分 18,025,175

物品 781,613 余剰分（不足分） -4,518,325
物品減価償却累計額 -654,645

無形固定資産
ソフトウェア -                
その他

投資その他の資産 4,723,409
投資及び出資金 71,320

有価証券 30,420
出資金 24,904
その他 15,996

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 8,743
長期貸付金 56,700
基金 3,283,409

減債基金 315,312
その他 2,968,097

その他 1,303,238
徴収不能引当金 -                

流動資産 1,756,242
現金預金 45,568
未収金 500
短期貸付金 -                
基金 1,710,173

財政調整基金 1,710,173
減債基金 -                

棚卸資産 -                
その他 -                
徴収不能引当金 -                

純資産合計 13,506,850
資産合計 18,071,243 負債及び純資産合計 18,071,243

科目 科目

一般会計等貸借対照表
(令和2年3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：千円）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 4,751,871

業務費用 2,523,620
人件費 752,086

職員給与費 614,948
賞与等引当金繰入額 -                
退職手当引当金繰入額 102,903
その他 34,235

物件費等 1,755,814
物件費 1,004,507
維持補修費 76,032
減価償却費 675,276
その他 -                

その他の業務費用 15,719
支払利息 10,928
徴収不能引当金繰入額 -                
その他 4,791

移転費用 2,228,252
補助金等 1,793,846
社会保障給付 153,417
他会計への繰出金 279,188
その他 1,800

経常収益 391,748
使用料及び手数料 126,700
その他 265,049

純経常行政コスト 4,360,123
【純行政コスト】

臨時損失 320
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 320
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 27,069
資産売却益 15,175
その他 11,894

純行政コスト 4,333,374

科目

一般会計等行政コスト計算書
自平成31年4月 1日
至令和 2年3月31日



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰金
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 14,173,389 18,461,284 -4,287,896
純行政コスト（△） -4,333,374 -4,333,374
財源 3,666,834 3,666,834

税収等 3,014,456 3,014,456
国県等補助金 652,379 652,379

本年度差額 -666,540 -666,540
固定資産等の変動（内部変動） -436,110 436,110

有形固定資産等の増加 366,593 -366,593
有形固定資産等の減少 -675,471 675,471
貸付金・基金等の増加 497,368 -497,368
貸付金・基金等の減少 -624,599 624,599

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等
その他 1 1 -                
本年度純資産変動額 -666,538 -436,109 -230,429

本年度末純資産残高 13,506,850 18,025,175 -4,518,325

科目 合計

一般会計等純資産変動計算書
自平成31年4月 1日
至令和 2年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 3,973,561

業務費用支出 1,745,309
人件費支出 649,183
物件費等支出 1,080,538
支払利息支出 10,928
その他の支出 4,660

移転費用支出 2,228,252
補助金等支出 1,793,846
社会保障給付支出 153,417
他会計への繰出支出 279,188
その他の支出 1,800

業務収入 4,133,385
税収等収入 3,014,957
国県等補助金収入 955,283
使用料及び手数料収入 127,491
その他の収入 35,654

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

臨時収入 -                
国県等補助金収入 -                
その他の収入 -                

業務活動収支合計 159,824
【投資活動収支】

投資活動支出 649,596
公共施設等整備費支出 366,593
基金積立金支出 233,004
投資及び出資金支出 -                
貸付金支出 50,000
その他の支出 -                

投資活動収入 840,103
国県等補助金収入 194,206
基金取崩収入 551,458
貸付金元金回収収入 66,200
資産売却収入 28,239
その他の収入 -                

投資活動収支合計 190,506
【財務活動収支】

財務活動支出 863,368
地方債償還支出 863,368
その他の支出 -                

財務活動収入 359,688
地方債発行収入 359,688
その他の収入 -                

財務活動収支合計 -503,680
本年度資金収支額 -153,350
前年度末資金残高 194,819
本年度末資金残高 41,470

前年度末歳計外現金残高 3,194
本年度歳計外現金増減額 905
本年度末歳計外現金残高 4,099
本年度末現金預金残高 45,568

科目

一般会計等資金収支計算書
自平成31年4月 1日
至令和 2年3月31日


