
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 300,452,519 ※ 固定負債 54,433,583
有形固定資産 284,261,195 ※ 地方債 45,537,904
事業用資産 163,458,143 長期未払金 4,112,118
土地 119,639,746 退職手当引当金 4,723,099
立木竹 - 損失補償等引当金 60,462
建物 95,818,567 その他 -
建物減価償却累計額 △ 55,755,626 流動負債 6,208,939 ※

工作物 1,967,228 1年内償還予定地方債 4,993,719
工作物減価償却累計額 △ 680,641 未払金 631,232
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 474,451
航空機 - 預り金 109,538
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 60,642,522
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 2,468,869 固定資産等形成分 309,686,653

インフラ資産 118,970,851 ※ 余剰分（不足分） △ 58,854,905
土地 99,542,475
建物 1,508,411
建物減価償却累計額 △ 747,433
工作物 72,993,384
工作物減価償却累計額 △ 54,559,072
その他 433,370
その他減価償却累計額 △ 433,370
建設仮勘定 233,085

物品 3,998,778
物品減価償却累計額 △ 2,166,577

無形固定資産 165,788
ソフトウェア 165,788
その他 -

投資その他の資産 16,025,536
投資及び出資金 15,576,361
有価証券 133,236
出資金 7,490,883
その他 7,952,242

投資損失引当金 △ 7,541,135
長期延滞債権 944,421
長期貸付金 2,402,260
基金 4,709,288
減債基金 -
その他 4,709,288

その他 -
徴収不能引当金 △ 65,659

流動資産 11,021,750 ※

現金預金 1,624,039
未収金 169,901
短期貸付金 361,950
基金 8,872,184
財政調整基金 7,367,714
減債基金 1,504,470

棚卸資産 -
その他 0
徴収不能引当金 △ 6,323 250,831,748 ※

311,474,269 311,474,269 ※

※ 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。

一般会計等貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 33,424,217
業務費用 19,876,442 ※
人件費 7,920,047
職員給与費 6,007,585
賞与等引当金繰入額 474,451
退職手当引当金繰入額 711,177
その他 726,834

物件費等 11,113,052 ※
物件費 7,649,224
維持補修費 335,300
減価償却費 3,128,527
その他 -

その他の業務費用 843,343
支払利息 441,343
徴収不能引当金繰入額 31,739
その他 370,261

移転費用 13,547,775 ※
補助金等 4,109,293
社会保障給付 6,741,633
他会計への繰出金 2,513,521
その他 183,329

経常収益 2,846,435
使用料及び手数料 1,688,881
その他 1,157,554

純経常行政コスト 30,577,782
臨時損失 226,179
災害復旧事業費 -
資産除売却損 43,025
投資損失引当金繰入額 133,359
損失補償等引当金繰入額 49,795
その他 -

臨時利益 29,280
資産売却益 15,798
その他 13,482

純行政コスト 30,774,680 ※

※ 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。

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

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 246,785,818 308,554,757 △ 61,768,939

純行政コスト（△） △ 30,774,680 △ 30,782,981

財源 34,790,928 34,790,928

税収等 27,379,646 27,379,646

国県等補助金 7,411,282 7,411,282

本年度差額 4,016,247 ※ 2,914,034 ※

固定資産等の変動（内部変動） 1,102,214 △ 1,102,214

有形固定資産等の増加 4,348,006 △ 4,348,006

有形固定資産等の減少 △ 3,212,544 3,212,544

貸付金・基金等の増加 1,369,004 △ 1,369,004

貸付金・基金等の減少 △ 1,402,253 1,402,253

資産評価差額 - -

無償所管換等 29,682 29,682

その他 - - -

本年度純資産変動額 4,045,930 ※ 1,131,896 2,914,034

本年度末純資産残高 250,831,748 ※ 309,686,653 △ 58,854,905

※ 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。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 30,006,410 ※
業務費用支出 16,440,525
人件費支出 7,703,314
物件費等支出 7,984,524
支払利息支出 441,343
その他の支出 311,344

移転費用支出 13,565,885 ※
補助金等支出 4,109,293
社会保障給付支出 6,741,633
他会計への繰出支出 2,513,521
その他の支出 201,439

業務収入 35,781,732
税収等収入 27,351,309
国県等補助金収入 5,585,579
使用料及び手数料収入 1,691,480
その他の収入 1,153,364

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 5,775,322
【投資活動収支】
投資活動支出 5,239,917
公共施設等整備費支出 4,341,673
基金積立金支出 742,009
投資及び出資金支出 156,235
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 2,613,723
国県等補助金収入 1,825,703
基金取崩収入 392,826
貸付金元金回収収入 344,736
資産売却収入 50,458
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,626,195 ※
【財務活動収支】
財務活動支出 5,132,807 ※
地方債償還支出 4,533,457
その他の支出 599,349

財務活動収入 2,427,100
地方債発行収入 2,427,100
その他の収入 -

財務活動収支 △ 2,705,707
443,421 ※
1,071,081
1,514,502

前年度末歳計外現金残高 104,924
本年度歳計外現金増減額 4,614
本年度末歳計外現金残高 109,538
本年度末現金預金残高 1,624,039 ※

※ 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。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

科目 金額

本年度資金収支額


