
【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 439,702,587   固定負債 128,075,929

    有形固定資産 421,661,999     地方債等 71,301,706

      事業用資産 146,001,671     長期未払金 659,991

        土地 62,731,894     退職手当引当金 10,564,110

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,158,071

        建物 142,375,600     その他 42,392,052

        建物減価償却累計額 -75,672,511   流動負債 13,609,511

        工作物 23,285,746     １年内償還予定地方債等 7,487,171

        工作物減価償却累計額 -7,822,947     未払金 3,784,673

        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 1,299,654

        航空機 -     預り金 896,148

        航空機減価償却累計額 -     その他 141,865

        その他 676,079 負債合計 141,685,440

        その他減価償却累計額 -82,752 【純資産の部】

        建設仮勘定 510,563   固定資産等形成分 448,001,988

      インフラ資産 271,133,176   余剰分（不足分） -124,342,427

        土地 148,333,476   他団体出資等分 -

        建物 4,720,684

        建物減価償却累計額 -1,942,805

        工作物 171,945,207

        工作物減価償却累計額 -55,457,580

        その他 6,181,119

        その他減価償却累計額 -3,971,607

        建設仮勘定 1,324,682

      物品 15,232,714

      物品減価償却累計額 -10,705,562

    無形固定資産 3,443,787

      ソフトウェア 112,771

      その他 3,331,017

    投資その他の資産 14,596,800

      投資及び出資金 795,611

        有価証券 300,000

        出資金 495,611

        その他 -

      長期延滞債権 357,191

      長期貸付金 187,632

      基金 12,874,786

        減債基金 40,074

        その他 12,834,711

      その他 509,073

      徴収不能引当金 -87,492

  流動資産 25,642,415

    現金預金 13,740,023

    未収金 3,609,315

    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 113,169

    その他 1,000

    徴収不能引当金 -120,492

  繰延資産 - 純資産合計 323,659,561

資産合計 465,345,001 負債及び純資産合計 465,345,001

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）

    資産売却益 23,933

    その他 513,577

純行政コスト 67,480,438

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 56,037

  臨時利益 537,510

  臨時損失 97,226

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,189

    使用料及び手数料 19,787,045

    その他 2,836,144

純経常行政コスト 67,920,722

      社会保障給付 12,158,100

      その他 382,287

  経常収益 22,623,189

        その他 1,039,400

    移転費用 38,327,815

      補助金等 25,787,428

      その他の業務費用 1,599,840

        支払利息 433,470

        徴収不能引当金繰入額 126,970

        維持補修費 1,680,150

        減価償却費 9,577,590

        その他 21,531

        その他 3,918,702

      物件費等 30,906,984

        物件費 19,627,713

        職員給与費 13,697,487

        賞与等引当金繰入額 1,204,630

        退職手当引当金繰入額 888,454

  経常費用 90,543,911

    業務費用 52,216,096

      人件費 19,709,272

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

科目名 金額



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 351,424,352 446,515,167 -95,090,815 -

  純行政コスト（△） -67,480,438 -67,480,438 -

  財源 71,984,128 71,984,128 -

    税収等 48,429,452 48,429,452 -

    国県等補助金 23,554,677 23,554,677 -

  本年度差額 4,503,690 4,503,690 -

  固定資産等の変動（内部変動） 146,157 -146,157

    有形固定資産等の増加 12,542,930 -12,542,930

    有形固定資産等の減少 -10,682,367 10,682,367

    貸付金・基金等の増加 3,209,266 -3,209,266

    貸付金・基金等の減少 -4,923,672 4,923,672

  資産評価差額 -768 -768

  無償所管換等 111,716 111,716

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -32,379,431 1,229,715 -33,609,146

  本年度純資産変動額 -27,764,793 1,486,820 -29,251,613 -

本年度末純資産残高 323,659,559 448,001,987 -124,342,428 -

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



【様式第4号】

（単位：千円）

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 13,740,023

財務活動収支 -2,311,083

本年度資金収支額 1,073,816

前年度末資金残高 11,770,059

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 12,843,875

    地方債等償還支出 7,440,150

    その他の支出 70,559

  財務活動収入 5,199,626

    地方債等発行収入 4,925,000

    その他の収入 274,626

    資産売却収入 26,564

    その他の収入 266,965

投資活動収支 -7,372,119

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,510,709

    その他の支出 2,219

  投資活動収入 6,976,119

    国県等補助金収入 2,201,530

    基金取崩収入 3,576,357

    貸付金元金回収収入 904,703

  投資活動支出 14,348,238

    公共施設等整備費支出 11,224,409

    基金積立金支出 2,021,410

    投資及び出資金支出 200,000

    貸付金支出 900,200

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 56,037

  臨時収入 8,768

業務活動収支 10,757,018

【投資活動収支】

    税収等収入 46,443,432

    国県等補助金収入 21,918,108

    使用料及び手数料収入 19,631,857

    その他の収入 2,839,397

  臨時支出 56,037

    移転費用支出 38,327,815

      補助金等支出 25,787,428

      社会保障給付支出 12,158,100

      その他の支出 382,287

  業務収入 90,832,794

    業務費用支出 41,700,692

      人件費支出 19,752,235

      物件費等支出 20,830,087

      支払利息支出 433,470

      その他の支出 684,899

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 80,028,506


