
【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 21,091,626 固定負債 6,871,314

有形固定資産 16,046,054 地方債 3,881,998
事業用資産 7,591,104 長期未払金 -                

土地 126,104 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 15,209,209 その他 2,335,215
建物減価償却累計額 -8,932,174 流動負債 919,900
工作物 76,522 1年内償還予定地方債 781,332
工作物減価償却累計額 -4,385 未払金 104,888
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 29,581
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 8,122,561
土地 42,604
建物 680,930
建物減価償却累計額 -404,531
工作物 20,116,315
工作物減価償却累計額 -12,338,516
その他 -                負債合計 7,791,214
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 25,758 固定資産等形成分 22,801,799

物品 1,863,117 余剰分（不足分） -7,587,749
物品減価償却累計額 -1,530,728 他団体出資等分 -                

無形固定資産
ソフトウェア -                
その他

投資その他の資産 5,045,571
投資及び出資金 249,337

有価証券 30,420
出資金 202,921
その他 15,996

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 13,009
長期貸付金 56,700
基金 3,423,288

減債基金 315,312
その他 3,107,976

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

流動資産 1,913,638
現金預金 181,183
未収金 22,282
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 15,214,050
資産合計 23,005,264 負債及び純資産合計 23,005,264

科目 科目

全体貸借対照表
(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 5,980,235

業務費用 3,154,277
人件費 877,775

職員給与費 738,948
賞与等引当金繰入額 1,504
退職手当引当金繰入額 102,903
その他 34,420

物件費等 2,228,415
物件費 1,300,356
維持補修費 80,016
減価償却費 848,043
その他 -                

その他の業務費用 48,088
支払利息 20,493
徴収不能引当金繰入額 -                
その他 27,594

移転費用 2,825,958
補助金等 1,793,846
社会保障給付 1,029,524
他会計への繰出金 -                
その他 2,588

経常収益 835,216
使用料及び手数料 247,952
その他 587,264

純経常行政コスト 5,145,019
【純行政コスト】

臨時損失 885
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 565

臨時利益 27,069
資産売却益 15,175
その他 11,894

純行政コスト 5,118,835

科目

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



【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 15,938,711 23,122,690 -7,183,979 -                
純行政コスト（△） -5,118,835 -5,118,835 -                
財源 4,446,042 4,446,042 -                

税収等 3,290,751 3,290,751 -                
国県等補助金 1,155,291 1,155,291 -                

本年度差額 -672,793 -672,793 -                
固定資産等の変動（内部変動） -320,892 320,892

有形固定資産等の増加 630,771 -630,771
有形固定資産等の減少 -848,375 848,375
貸付金・基金等の増加 527,196 -527,196
貸付金・基金等の減少 -630,484 630,484

資産評価差額 -                 -                
無償所管換等
その他 -51,868 1 -51,869
本年度純資産変動額 -724,661 -320,891 -403,770 -                

本年度末純資産残高 15,214,050 22,801,799 -7,587,749 -                

他団体出資等分

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



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 5,032,021

業務費用支出 2,206,063
人件費支出 774,832
物件費等支出 1,381,936
支払利息支出 20,493
その他の支出 28,802

移転費用支出 2,825,958
補助金等支出 1,793,846
社会保障給付支出 1,029,524
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 2,588

業務収入 5,236,412
税収等収入 3,291,265
国県等補助金収入 1,450,452
使用料及び手数料収入 150,347
その他の収入 344,348

臨時支出 565
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 565

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 203,827
【投資活動収支】

投資活動支出 729,910
公共施設等整備費支出 420,752
基金積立金支出 258,825
投資及び出資金支出 333
貸付金支出 50,000
その他の支出 -                

投資活動収入 860,665
国県等補助金収入 213,094
基金取崩収入 553,132
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 130,755
【財務活動収支】

財務活動支出 945,280
地方債償還支出 945,280
その他の支出 -                

財務活動収入 559,129
地方債発行収入 478,288
その他の収入 80,841

財務活動収支合計 -386,151
本年度資金収支額 -51,569
前年度末資金残高 228,653
比例連結割合変更に伴う差額 -                
本年度末資金残高 177,084

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 181,183

科目

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


