
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 253,780,781 固定負債 54,543,710
有形固定資産 233,612,708 地方債 49,156,932

事業用資産 115,061,533 長期未払金 38,343
土地 71,412,201 退職手当引当金 5,128,256
立木竹  - 損失補償等引当金  -
建物 103,338,684 その他 220,179
建物減価償却累計額 △ 62,051,761 流動負債 6,759,596
工作物 8,736,728 1年内償還予定地方債 4,702,547
工作物減価償却累計額 △ 7,526,545 未払金 1,146,440
船舶  - 未払費用  -
船舶減価償却累計額  - 前受金 47,879
浮標等  - 前受収益  -
浮標等減価償却累計額  - 賞与等引当金 467,401
航空機  - 預り金 390,586
航空機減価償却累計額  - その他 4,742
その他  - 負債合計 61,303,306
その他減価償却累計額  - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,152,226 固定資産等形成分 259,512,161

インフラ資産 111,311,050 余剰分（不足分） △ 52,671,331
土地 25,215,423
建物 8,402,349
建物減価償却累計額 △ 846,135
工作物 165,247,965
工作物減価償却累計額 △ 87,138,465
その他 23,362
その他減価償却累計額  -
建設仮勘定 406,552

物品 14,469,015
物品減価償却累計額 △ 7,228,891

無形固定資産 19,174
ソフトウェア 12,863
その他 6,311

投資その他の資産 20,148,900
投資及び出資金 736,540

有価証券 110,137
出資金 626,403
その他  -

投資損失引当金  -
長期延滞債権 368,947
長期貸付金 20,481
基金 18,910,889

減債基金 4,096,697
その他 14,814,192

その他 147,306
徴収不能引当金 △ 35,264

流動資産 14,363,354
現金預金 7,638,849
未収金 1,011,954
短期貸付金 2,614
基金 5,728,766

財政調整基金 5,288,349
減債基金 440,417

棚卸資産 4,878
その他  -
徴収不能引当金 △ 23,707

繰延資産  - 純資産合計 206,840,830
資産合計 268,144,135 負債及び純資産合計 268,144,135

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体貸借対照表
（令和  2  年  3  月  31  日 現在）



自　平成  31  年  4  月  1  日
至　令和  2  年  3  月  31  日

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 58,112,592
業務費用 27,303,421

人件費 7,011,977
職員給与費 5,882,019
賞与等引当金繰入額 473,907
退職手当引当金繰入額 13,833
その他 642,218

物件費等 18,608,850
物件費 10,662,569
維持補修費 553,606
減価償却費 7,392,675
その他  -

その他の業務費用 1,682,595
支払利息 502,936
徴収不能引当金繰入額 33,522
その他 1,146,137

移転費用 30,809,170
補助金等 24,311,486
社会保障給付 6,487,181
他会計への繰出金  -
その他 10,504

経常収益 6,585,710
使用料及び手数料 4,971,686
その他 1,614,025

純経常行政コスト △ 51,526,881
臨時損失 2,885,127

災害復旧事業費 3,800
資産除売却損 2,846,572
投資損失引当金繰入額  -
損失補償等引当金繰入額  -
その他 34,755

臨時利益 227,443
資産売却益 219,745
その他 7,699

純行政コスト △ 54,184,565

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

（単位：千円）
科目 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 183,135,563 219,392,045 △ 36,256,483

純行政コスト（△） △ 54,184,565 △ 54,184,565

財源 50,446,578 50,446,578

税収等 40,171,074 40,171,074

国県等補助金 10,275,503 10,275,503

本年度差額 △ 3,737,988 △ 3,737,988

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,742,760 3,742,760

有形固定資産等の増加 8,291,459 △ 8,291,459

有形固定資産等の減少 △ 12,305,104 12,305,104

貸付金・基金等の増加 3,897,894 △ 3,897,894

貸付金・基金等の減少 △ 3,627,010 3,627,010

資産評価差額 △ 3,062 △ 3,062

無償所管換等 551,606 551,606

その他 26,894,710 43,314,331 △ 16,419,621

本年度純資産変動額 23,705,267 40,120,116 △ 16,414,849

本年度末純資産残高 206,840,830 259,512,161 △ 52,671,331

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

（単位：千円）
科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 50,509,405

業務費用支出 19,692,418
人件費支出 6,975,418
物件費等支出 11,162,674
支払利息支出 503,493
その他の支出 1,050,832

移転費用支出 30,816,988
補助金等支出 24,319,303
社会保障給付支出 6,487,181
他会計への繰出支出  -
その他の支出 10,504

業務収入 55,807,905
税収等収入 39,946,713
国県等補助金収入 9,362,995
使用料及び手数料収入 4,958,286
その他の収入 1,539,912

臨時支出 4,896
災害復旧事業費支出 3,800
その他の支出 1,096

臨時収入  -
業務活動収支 5,293,603
【投資活動収支】

投資活動支出 9,889,040
公共施設等整備費支出 6,809,683
基金積立金支出 2,980,352
投資及び出資金支出  -
貸付金支出 64,680
その他の支出 34,325

投資活動収入 4,476,234
国県等補助金収入 959,671
基金取崩収入 2,823,589
貸付金元金回収収入 65,810
資産売却収入 346,220
その他の収入 280,943

投資活動収支 △ 5,412,806
【財務活動収支】

財務活動支出 4,838,094
地方債償還支出 4,833,700
その他の支出 4,394

財務活動収入 4,961,240
地方債発行収入 4,050,500
その他の収入 910,740

財務活動収支 123,146
3,944

7,282,256
7,286,200

前年度末歳計外現金残高 390,095
本年度歳計外現金増減額 △ 37,446
本年度末歳計外現金残高 352,650
本年度末現金預金残高 7,638,849

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体資金収支計算書

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高


