
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 610,713,766 固定負債 350,752,233

有形固定資産 576,447,455 地方債 234,961,433

事業用資産 286,610,967 長期未払金 17,646

土地 194,379,393 退職手当引当金 19,279,916

立木竹 732 損失補償等引当金 -

建物 204,864,390 その他 96,493,239

建物減価償却累計額 △ 119,539,140 流動負債 27,124,730

工作物 34,293,366 1年内償還予定地方債 21,939,940

工作物減価償却累計額 △ 30,077,259 未払金 888,172

船舶 - 未払費用 215,322

船舶減価償却累計額 - 前受金 19,234

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,924,862

航空機 - 預り金 776,985

航空機減価償却累計額 - その他 1,360,216

その他 - 377,876,964

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 2,689,485 固定資産等形成分 612,567,019

インフラ資産 286,330,008 余剰分（不足分） △ 365,464,831

土地 87,726,841 他団体出資等分 -

建物 30,725,133

建物減価償却累計額 △ 19,236,397

工作物 412,697,027

工作物減価償却累計額 △ 235,503,384

その他 22,225,827

その他減価償却累計額 △ 15,883,905

建設仮勘定 3,578,867

物品 11,849,678

物品減価償却累計額 △ 8,343,198

無形固定資産 25,147,986

ソフトウェア 393,082

その他 24,754,905

投資その他の資産 9,118,324

投資及び出資金 1,061,648

有価証券 607,016

出資金 454,632

その他 -

長期延滞債権 3,891,181

長期貸付金 116,855

基金 4,632,846

減債基金 14,585

その他 4,618,261

その他 -

徴収不能引当金 △ 584,207
流動資産 14,265,386

現金預金 9,306,415

未収金 2,850,229

短期貸付金 20,023

基金 1,833,230

財政調整基金 1,833,230

減債基金 -

棚卸資産 33,446

その他 297,720

徴収不能引当金 △ 75,676

繰延資産 - 247,102,188

624,979,152 624,979,152

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第１号】

全体貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

経常費用 192,572,315

業務費用 78,480,320

人件費 28,080,146

職員給与費 20,595,997

賞与等引当金繰入額 1,899,250

退職手当引当金繰入額 1,355,920

その他 4,228,978

物件費等 44,567,445

物件費 22,619,808

維持補修費 2,374,625

減価償却費 18,314,668

その他 1,258,344

その他の業務費用 5,832,730

支払利息 1,821,439

徴収不能引当金繰入額 361,561

その他 3,649,729

移転費用 114,091,995

補助金等 81,589,402

社会保障給付 31,304,750

その他 1,151,250

経常収益 21,722,791

使用料及び手数料 13,455,665

その他 8,267,125

純経常行政コスト 170,849,524

臨時損失 204,302

災害復旧事業費 -

資産除売却損 194,702

損失補償等引当金繰入額 -

その他 9,600

臨時利益 224,219

資産売却益 207,436

その他 16,783 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 170,829,607 △ 170,829,607 -

財源 172,935,296 172,935,296 -

税収等 102,956,612 102,956,612 -

国県等補助金 69,978,684 69,978,684 -

本年度差額 2,105,690 2,105,690 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 7,877,116 7,877,116

有形固定資産等の増加 9,764,068 △ 9,764,068

有形固定資産等の減少 △ 18,630,039 18,630,039

貸付金・基金等の増加 2,280,745 △ 2,280,745

貸付金・基金等の減少 △ 1,291,890 1,291,890

資産評価差額 445 445

無償所管換等 955,617 955,617

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 △ 258,051 - △ 258,051

本年度純資産変動額 2,803,701 △ 6,921,054 9,724,755 -

前年度末純資産残高 244,298,487 619,488,073 △ 375,189,586 -

本年度末純資産残高 247,102,188 612,567,019 △ 365,464,831 -

【様式第２号】

全体行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成３１年　４月　１日

至　令和２年　３月３１日

科目

金額



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 178,218,304

業務費用支出 64,126,309

人件費支出 28,601,291

物件費等支出 26,261,630

支払利息支出 1,939,281

その他の支出 7,324,107

移転費用支出 114,091,995

補助金等支出 81,589,402

社会保障給付支出 31,304,750

その他の支出 1,151,250

業務収入 191,087,204

税収等収入 102,456,747

国県等補助金収入 67,174,984

使用料及び手数料収入 13,402,701

その他の収入 8,052,773

臨時支出 9,600

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 9,600

臨時収入 62,133

業務活動収支 12,921,434

【投資活動収支】

投資活動支出 11,211,282

公共施設等整備費支出 9,102,769

基金積立金支出 1,283,456

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 823,688

その他の支出 1,370

投資活動収入 5,300,575

国県等補助金収入 3,506,435

基金取崩収入 457,167

貸付金元金回収収入 30,210

資産売却収入 214,436

その他の収入 1,092,327

投資活動収支 △ 5,910,707

【財務活動収支】

財務活動支出 23,434,191

地方債償還支出 21,980,014

その他の支出 1,454,177

財務活動収入 16,318,828

地方債発行収入 14,967,600

その他の収入 1,351,228

財務活動収支 △ 7,115,363

△ 104,636

9,052,781

-

8,948,146

前年度末歳計外現金残高 339,307

本年度歳計外現金増減額 18,963

本年度末歳計外現金残高 358,269

本年度末現金預金残高 9,306,415

前年度末資金残高

比例連結割合変更に伴う差額

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


