
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 33,423,292 固定負債 14,768,068

有形固定資産 31,699,726 地方債 12,649,163
事業用資産 17,028,080 長期未払金 -

土地 3,544,857 退職手当引当金 2,118,905
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 26,838,295 その他 -
建物減価償却累計額 △ 14,237,913 流動負債 1,461,462
工作物 1,744,086 1年内償還予定地方債 1,237,484
工作物減価償却累計額 △ 861,246 未払金 -
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 164,354
航空機 - 預り金 59,625
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 16,229,530
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 34,320,282

インフラ資産 13,316,188 余剰分（不足分） △ 15,354,671
土地 1,331,161
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 24,736,368
工作物減価償却累計額 △ 14,049,942
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,298,601

物品 2,228,131
物品減価償却累計額 △ 872,672

無形固定資産 1,296
ソフトウェア 1,296
その他 -

投資その他の資産 1,722,269
投資及び出資金 504,156

有価証券 -
出資金 164,656
その他 339,500

投資損失引当金 △ 4,924
長期延滞債権 153,999
長期貸付金 215,063
基金 864,619

減債基金 -
その他 864,619

その他 -
徴収不能引当金 △ 10,644

流動資産 1,771,850
現金預金 823,178
未収金 36,773
短期貸付金 46,472
基金 850,518

財政調整基金 749,952
減債基金 100,567

棚卸資産 16,129
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,221 18,965,611

35,195,141 35,195,141

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 10,608,035
業務費用 6,096,473

人件費 2,157,213
職員給与費 1,759,651
賞与等引当金繰入額 164,354
退職手当引当金繰入額 -
その他 233,208

物件費等 3,818,336
物件費 2,474,654
維持補修費 189,319
減価償却費 1,154,363
その他 -

その他の業務費用 120,924
支払利息 74,124
徴収不能引当金繰入額 11,864
その他 34,936

移転費用 4,511,562
補助金等 1,887,628
社会保障給付 1,230,148
他会計への繰出金 1,343,228
その他 50,558

経常収益 324,295
使用料及び手数料 101,741
その他 222,553

純経常行政コスト 10,283,740
臨時損失 8,366

災害復旧事業費 -
資産除売却損 8,366
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 6,964
資産売却益 4,990
その他 1,974

純行政コスト 10,285,142

※ 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。

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 18,866,036 34,339,360 △ 15,473,323

純行政コスト（△） △ 10,285,142 △ 10,285,142

財源 10,306,651 10,306,651

税収等 8,185,253 8,185,253

国県等補助金 2,121,398 2,121,398

本年度差額 21,509 21,509

固定資産等の変動（内部変動） △ 97,144 97,144

有形固定資産等の増加 1,303,110 △ 1,303,110

有形固定資産等の減少 △ 1,162,984 1,162,984

貸付金・基金等の増加 1,199,539 △ 1,199,539

貸付金・基金等の減少 △ 1,436,808 1,436,808

資産評価差額 △ 5,382 △ 5,382

無償所管換等 - -

その他 83,448 83,448 -

本年度純資産変動額 99,575 △ 19,078 118,653

本年度末純資産残高 18,965,611 34,320,282 △ 15,354,671

※ 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。

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 9,430,396

業務費用支出 4,918,834
人件費支出 2,149,409
物件費等支出 2,663,887
支払利息支出 74,124
その他の支出 31,414

移転費用支出 4,511,562
補助金等支出 1,887,628
社会保障給付支出 1,230,148
他会計への繰出支出 1,343,228
その他の支出 50,558

業務収入 10,102,062
税収等収入 8,190,936
国県等補助金収入 1,665,774
使用料及び手数料収入 100,887
その他の収入 144,465

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 671,666
【投資活動収支】

投資活動支出 2,500,114
公共施設等整備費支出 1,303,110
基金積立金支出 943,904
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 253,100
その他の支出 -

投資活動収入 1,879,868
国県等補助金収入 455,623
基金取崩収入 1,114,769
貸付金元金回収収入 304,316
資産売却収入 5,159
その他の収入 -

投資活動収支 △ 620,246
【財務活動収支】

財務活動支出 1,282,266
地方債償還支出 1,282,266
その他の支出 -

財務活動収入 1,250,100
地方債発行収入 1,250,100
その他の収入 -

財務活動収支 △ 32,166
19,253

744,300
763,553

前年度末歳計外現金残高 61,170
本年度歳計外現金増減額 △ 1,545
本年度末歳計外現金残高 59,625
本年度末現金預金残高 823,178

※ 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

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


