
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 38,965,793 固定負債 16,608,177

有形固定資産 37,076,303 地方債等 13,431,184
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 2,261,211
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 26,838,295 その他 915,783
建物減価償却累計額 △ 14,237,913 流動負債 1,628,136
工作物 1,744,086 1年内償還予定地方債等 1,310,095
工作物減価償却累計額 △ 861,246 未払金 32,791
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 178,168
航空機 - 預り金 59,625
航空機減価償却累計額 - その他 47,457
その他 - 18,236,313
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 39,862,784

インフラ資産 18,314,690 余剰分（不足分） △ 15,598,434
土地 1,416,472
建物 168,003
建物減価償却累計額 △ 69,607
工作物 34,868,331
工作物減価償却累計額 △ 19,387,157
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,318,649

物品 3,150,451
物品減価償却累計額 △ 1,416,917

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 1,888,194
投資及び出資金 164,656

有価証券 -
出資金 164,656
その他 -

投資損失引当金 △ 4,924
長期延滞債権 243,303
長期貸付金 215,063
基金 1,295,605

減債基金 -
その他 1,295,605

その他 45
徴収不能引当金 △ 25,554

流動資産 3,534,869
現金預金 2,511,046
未収金 63,571
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 20,347
その他 47,729
徴収不能引当金 △ 4,814

繰延資産 - 24,264,349
42,500,662 42,500,662

※ 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

全体貸借対照表
（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 16,368,535
業務費用 6,943,611

人件費 2,321,813
職員給与費 1,885,730
賞与等引当金繰入額 176,648
退職手当引当金繰入額 9,880
その他 249,556

物件費等 4,426,647
物件費 2,821,390
維持補修費 196,883
減価償却費 1,408,374
その他 -

その他の業務費用 195,151
支払利息 89,806
徴収不能引当金繰入額 30,368
その他 74,978

移転費用 9,424,924
補助金等 7,568,094
社会保障給付 1,235,241
他会計への繰出金 -
その他 621,589

経常収益 897,080
使用料及び手数料 612,682
その他 284,398

純経常行政コスト 15,471,455
臨時損失 13,355

災害復旧事業費 -
資産除売却損 13,310
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 45

臨時利益 8,300
資産売却益 4,990
その他 3,311

純行政コスト 15,476,510

※ 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

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 24,151,443 40,115,005 △ 15,963,561

純行政コスト（△） △ 15,476,510 △ 15,476,510

財源 15,510,728 15,510,728

税収等 10,223,334 10,223,334

国県等補助金 5,287,394 5,287,394

本年度差額 34,218 34,218

固定資産等の変動（内部変動） △ 330,287 330,287

有形固定資産等の増加 1,357,408 △ 1,357,408

有形固定資産等の減少 △ 1,421,940 1,421,940

貸付金・基金等の増加 1,292,202 △ 1,292,202

貸付金・基金等の減少 △ 1,557,957 1,557,957

資産評価差額 △ 5,382 △ 5,382

無償所管換等 - -

その他 84,069 83,448 621

本年度純資産変動額 112,906 △ 252,221 365,127

本年度末純資産残高 24,264,349 39,862,784 △ 15,598,434

※ 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

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 14,923,292

業務費用支出 5,498,368
人件費支出 2,304,121
物件費等支出 3,019,206
支払利息支出 89,806
その他の支出 85,235

移転費用支出 9,424,924
補助金等支出 7,568,094
社会保障給付支出 1,235,241
他会計への繰出支出 -
その他の支出 621,589

業務収入 15,872,111
税収等収入 10,229,539
国県等補助金収入 4,791,353
使用料及び手数料収入 652,885
その他の収入 198,335

臨時支出 45
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 45

臨時収入 1,336
業務活動収支 950,110
【投資活動収支】

投資活動支出 2,649,318
公共施設等整備費支出 1,360,971
基金積立金支出 1,035,247
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 2,005,146
国県等補助金収入 455,623
基金取崩収入 1,223,807
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 16,241

投資活動収支 △ 644,172
【財務活動収支】

財務活動支出 1,350,949
地方債償還支出 1,350,949
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 △ 100,849
205,089

2,246,332
2,451,421

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 2,511,046

※ 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

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


