
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 3,191,635   固定負債 1,343,432

    有形固定資産 2,633,983     地方債 1,188,404

      事業用資産 2,362,313     長期未払金 -

        土地 519,929     退職手当引当金 155,028

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,066,151     その他 0

        建物減価償却累計額 -2,260,685   流動負債 208,354

        工作物 47,938     １年内償還予定地方債 125,182

        工作物減価償却累計額 -11,020     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 83,172

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,551,786

        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 3,256,390

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -1,524,761

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 910,395

      物品減価償却累計額 -638,725

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 557,652

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 18,278

      基金 539,373

        減債基金 -

        その他 539,373

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 91,780

    現金預金 27,024

    未収金 -

    短期貸付金 596

    基金 64,159

      財政調整基金 64,159

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,731,629

資産合計 3,283,415 負債及び純資産合計 3,283,415

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 1,826,272

    その他 -

  臨時利益 1,057

    資産売却益 1,057

    資産除売却損 0

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 1,827,329

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 46,000

    使用料及び手数料 26,075

    その他 19,925

      社会保障給付 1,051

      他会計への繰出金 -

      その他 1,718

        その他 4,265

    移転費用 213,173

      補助金等 210,404

      その他の業務費用 8,213

        支払利息 3,948

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 11,368

        減価償却費 182,175

        その他 -

        その他 14,376

      物件費等 384,735

        物件費 191,193

        職員給与費 1,169,659

        賞与等引当金繰入額 83,172

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 1,873,329

    業務費用 1,660,156

      人件費 1,267,208

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

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 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 1,779,811 3,309,737 -1,529,926

  純行政コスト（△） -1,826,272 -1,826,272

  財源 1,874,748 1,874,748

    税収等 1,874,048 1,874,048

    国県等補助金 700 700

  本年度差額 48,476 48,476

  固定資産等の変動（内部変動） -51,834 51,834

    有形固定資産等の増加 81,720 -81,720

    有形固定資産等の減少 -182,175 182,175

    貸付金・基金等の増加 107,212 -107,212

    貸付金・基金等の減少 -58,592 58,592

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -96,658 -1,512 -95,146

  本年度純資産変動額 -48,182 -53,346 5,165

本年度末純資産残高 1,731,629 3,256,390 -1,524,761

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



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 27,024

    その他の収入 -

財務活動収支 -92,636

本年度資金収支額 11,003

前年度末資金残高 16,022

本年度末資金残高 27,024

  財務活動支出 116,436

    地方債償還支出 116,436

    その他の支出 -

  財務活動収入 23,800

    地方債発行収入 23,800

    貸付金元金回収収入 540

    資産売却収入 1,057

    その他の収入 -

投資活動収支 -129,283

【財務活動収支】

    貸付金支出 2,304

    その他の支出 -

  投資活動収入 59,648

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 58,052

【投資活動収支】

  投資活動支出 188,932

    公共施設等整備費支出 81,720

    基金積立金支出 104,908

    投資及び出資金支出 -

  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 232,922

  業務収入 1,920,748

    税収等収入 1,874,048

    国県等補助金収入 700

    使用料及び手数料収入 26,075

    その他の収入 19,925

    移転費用支出 213,173

      補助金等支出 210,404

      社会保障給付支出 1,051

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 1,718

    業務費用支出 1,474,654

      人件費支出 1,265,392

      物件費等支出 202,561

      支払利息支出 3,948

      その他の支出 2,753

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,687,826


