
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 323,909,965   固定負債 47,117,610

    有形固定資産 313,392,262     地方債 36,277,821

      事業用資産 132,965,337     長期未払金 86,909

        土地 60,219,571     退職手当引当金 7,594,809

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,158,071

        建物 129,555,337     その他 -

        建物減価償却累計額 -72,012,614   流動負債 6,652,155

        工作物 22,628,161     １年内償還予定地方債 4,971,258

        工作物減価償却累計額 -7,531,936     未払金 44,886

        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 739,862

        航空機 -     預り金 896,148

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 53,769,764

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 106,818   固定資産等形成分 332,209,366

      インフラ資産 177,809,526   余剰分（不足分） -49,114,959

        土地 147,341,732

        建物 3,819,110

        建物減価償却累計額 -1,404,902

        工作物 60,185,272

        工作物減価償却累計額 -32,585,190

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 453,504

      物品 7,279,950

      物品減価償却累計額 -4,662,550

    無形固定資産 98,323

      ソフトウェア 98,323

      その他 -

    投資その他の資産 10,419,380

      投資及び出資金 492,388

        有価証券 -

        出資金 492,388

        その他 -

      投資損失引当金 -40,000

      長期延滞債権 323,431

      長期貸付金 166,832

      基金 9,511,431

        減債基金 40,074

        その他 9,471,356

      その他 -

      徴収不能引当金 -34,701

  流動資産 12,954,206

    現金預金 4,395,537

    未収金 286,342

    短期貸付金 -

    基金 8,299,401

      財政調整基金 8,299,401

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -27,074 純資産合計 283,094,407

資産合計 336,864,171 負債及び純資産合計 336,864,171

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 54,052,036

    業務費用 30,153,631

      人件費 11,476,300

        職員給与費 8,219,114

        賞与等引当金繰入額 739,862

        退職手当引当金繰入額 561,701

        その他 1,955,622

      物件費等 18,205,426

        物件費 11,814,029

        維持補修費 1,451,818

        減価償却費 4,929,639

        その他 9,940

      その他の業務費用 471,906

        支払利息 143,280

        徴収不能引当金繰入額 70,989

        その他 257,637

    移転費用 23,898,405

      補助金等 7,532,038

      社会保障給付 12,158,100

      他会計への繰出金 4,189,592

      その他 18,675

  経常収益 3,281,475

    使用料及び手数料 941,393

    その他 2,340,081

純経常行政コスト 50,770,561

  臨時損失 41,189

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,189

    投資損失引当金繰入額 40,000

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 504,809

純行政コスト 50,283,008

    その他 -

  臨時利益 528,742

    資産売却益 23,933



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 279,490,875 331,490,638 -51,999,763

  純行政コスト（△） -50,283,008 -50,283,008

  財源 53,890,530 53,890,530

    税収等 40,848,140 40,848,140

    国県等補助金 13,042,390 13,042,390

  本年度差額 3,607,522 3,607,522

  固定資産等の変動（内部変動） 722,719 -722,719

    有形固定資産等の増加 8,044,696 -8,044,696

    有形固定資産等の減少 -5,931,832 5,931,832

    貸付金・基金等の増加 2,993,584 -2,993,584

    貸付金・基金等の減少 -4,383,729 4,383,729

  資産評価差額 -768 -768

  無償所管換等 - -

  その他 -3,223 -3,223 -

  本年度純資産変動額 3,603,531 718,728 2,884,803

本年度末純資産残高 283,094,406 332,209,366 -49,114,960

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）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 49,201,895

    業務費用支出 25,303,491

      人件費支出 11,632,506

      物件費等支出 13,527,704

      支払利息支出 143,280

      その他の支出 -

    移転費用支出 23,898,405

      補助金等支出 7,532,038

      社会保障給付支出 12,158,100

      他会計への繰出支出 4,189,592

      その他の支出 18,675

  業務収入 55,560,353

    税収等収入 40,869,796

    国県等補助金収入 11,405,821

    使用料及び手数料収入 941,393

    その他の収入 2,343,342

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 6,358,458

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,962,161

    公共施設等整備費支出 7,041,735

    基金積立金支出 2,020,226

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 900,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,644,193

    国県等補助金収入 1,636,569

    基金取崩収入 3,076,357

    貸付金元金回収収入 904,703

    資産売却収入 26,564

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,317,967

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,952,649

    地方債償還支出 4,902,578

    その他の支出 50,071

  財務活動収入 3,361,400

    地方債発行収入 3,172,400

前年度末歳計外現金残高 771,125

本年度歳計外現金増減額 125,023

本年度末歳計外現金残高 896,148

本年度末現金預金残高 4,395,537

    その他の収入 189,000

財務活動収支 -1,591,249

本年度資金収支額 449,242

前年度末資金残高 3,050,147

本年度末資金残高 3,499,388


