
【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 13,360,790 固定負債 4,250,588

有形固定資産 11,092,433 地方債 3,716,958
事業用資産 9,266,995 長期未払金 -                

土地 1,471,407 退職手当引当金 533,630
立木竹 -                損失補償等引当金 -                
建物 24,468,577 その他 -                
建物減価償却累計額 -16,818,955 流動負債 387,560
工作物 2,808 1年内償還予定地方債 330,873
工作物減価償却累計額 -                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 38,995
航空機 -                預り金 17,692
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 143,158

インフラ資産 1,771,827
土地 20,954
建物 10,035
建物減価償却累計額 -8,309
工作物 5,833,099
工作物減価償却累計額 -4,083,952
その他 -                負債合計 4,638,148
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 13,978,620

物品 112,332 余剰分（不足分） -4,454,916
物品減価償却累計額 -58,722

無形固定資産 12,060
ソフトウェア 12,060
その他 -                

投資その他の資産 2,256,298
投資及び出資金 266,258

有価証券 115
出資金 266,143
その他

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 48,890
長期貸付金 64,890
基金 1,879,816

減債基金 121,571
その他 1,758,245

その他 -                
徴収不能引当金 -3,556

流動資産 801,062
現金預金 117,146
未収金 22,381
短期貸付金 -                
基金 663,163

財政調整基金 663,163
その他 -                

棚卸資産 -                
その他 -                
徴収不能引当金 -1,628

純資産合計 9,523,704
資産合計 14,161,852 負債及び純資産合計 14,161,852

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 3,230,432

業務費用 1,982,835
人件費 572,469

職員給与費 493,809
賞与等引当金繰入額 38,995
退職手当引当金繰入額 -                
その他 39,665

物件費等 1,378,941
物件費 570,090
維持補修費 200,607
減価償却費 608,243
その他 -                

その他の業務費用 31,424
支払利息 20,304
徴収不能引当金繰入額 5,185
その他 5,936

移転費用 1,247,597
補助金等 676,465
社会保障給付 307,810
他会計への繰出金 262,945
その他 378

経常収益 328,748
使用料及び手数料 176,119
その他 152,629

純経常行政コスト 2,901,683
【純行政コスト】

臨時損失 76,923
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 76,923
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 2,631
資産売却益 -                
その他 2,631

純行政コスト 2,975,976

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 10,155,773 14,637,186 -4,481,414
純行政コスト（△） -2,975,976 -2,975,976
財源 2,343,907 2,343,907

税収等 2,008,605 2,008,605
国県等補助金 335,303 335,303

本年度差額 -632,069 -632,069
固定資産等の変動（内部変動） -658,567 658,567

有形固定資産等の増加 222,136 -222,136
有形固定資産等の減少 -685,166 685,166
貸付金・基金等の増加 107,861 -107,861
貸付金・基金等の減少 -303,398 303,398

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等 -                  -                
その他 -                  -                -                
本年度純資産変動額 -632,069 -658,567 26,498

本年度末純資産残高 9,523,704 13,978,620 -4,454,916

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 2,572,539

業務費用支出 1,324,942
人件費支出 533,475
物件費等支出 770,698
支払利息支出 20,304
その他の支出 465

移転費用支出 1,247,597
補助金等支出 676,465
社会保障給付支出 307,810
他会計への繰出支出 262,945
その他の支出 378

業務収入 2,619,045
税収等収入 2,005,010
国県等補助金収入 335,303
使用料及び手数料収入 172,013
その他の収入 106,719

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 46,506
【投資活動収支】

投資活動支出 300,646
公共施設等整備費支出 222,136
基金積立金支出 73,010
投資及び出資金支出 -                
貸付金支出 5,500
その他の支出 -                

投資活動収入 280,141
国県等補助金収入 -                
基金取崩収入 272,010
貸付金元金回収収入 5,500
資産売却収入 2,631
その他の収入 -                

投資活動収支合計 -20,506
【財務活動収支】

財務活動支出 312,076
地方債償還支出 312,076
その他の支出 -                

財務活動収入 292,008
地方債発行収入 292,008
その他の収入 -                

財務活動収支合計 -20,068
本年度資金収支額 5,933
前年度末資金残高 93,521
本年度末資金残高 99,454

前年度末歳計外現金残高 19,970
本年度歳計外現金増減額 -2,277
本年度末歳計外現金残高 17,692
本年度末現金預金残高 117,146

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
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