
【様式第１号】

（単位：千円）
金　額 金　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 2,528,479 固定負債 86,333

有形固定資産 2,528,479 地方債 86,333
事業用資産 2,528,479 長期未払金

土地 11,511 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 3,337,948 その他
建物減価償却累計額 -1,506,028 流動負債 5,019
工作物 1年内償還予定地方債 2,400
工作物減価償却累計額 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 2,619
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他 361,301
その他減価償却累計額 -94,209
建設仮勘定 417,955

インフラ資産
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 負債合計 91,353
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 2,528,479

物品 2,830 余剰分（不足分） 16,562
物品減価償却累計額 -2,830

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
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
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産 107,914
現金預金 107,914
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

純資産合計 2,545,041
資産合計 2,636,393 負債及び純資産合計 2,636,393

科　目 科　目

貸借対照表
（令和2年 3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：千円）
金　額

経常費用 624,185
業務費用 620,843

人件費 39,569
職員給与費 39,270
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他 299

物件費等 578,255
物件費 455,898
維持補修費 7,865
減価償却費 114,358
その他 134

その他の業務費用 3,019
支払利息 137
徴収不能引当金繰入額
その他 2,882

移転費用 3,342
補助金等 3,308
社会保障給付
他会計への繰出金
その他 34

経常収益 101,905
使用料及び手数料 101,132
その他 772

純経常行政コスト 522,280
臨時損失 14,324

災害復旧事業費
資産除売却損 14,324
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 15,493
資産売却益
その他 15,493

純行政コスト 521,111

行政コスト計算書

科　目

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰金
等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 2,372,955 2,149,953 2,749
純行政コスト（△） -521,111 -521,111
財源 913,450 913,450

税収等 729,950 729,950
国県等補助金 183,500 183,500

本年度差額 392,339 392,339
固定資産等の変動（内部変動） 378,526 -378,526

有形固定資産等の増加 508,538 -508,538
有形固定資産等の減少 -130,012 130,012
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少

資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額 392,339 378,526 13,813

本年度末純資産残高 2,545,041 2,528,479 16,562

科　目 合　計

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）
金　額

【業務活動収支】
業務支出 509,827

業務費用支出 506,485
人件費支出 39,569
物件費等支出 464,209
支払利息支出 137
その他の支出 2,570

移転費用支出 3,342
補助金等支出 3,308
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出 34

業務収入 1,015,014
税収等収入 729,950
国県等補助金収入 183,500
使用料及び手数料収入 101,132
その他の収入 432

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入 15,493
その他の収入 15,493

業務活動収支合計 520,681
【投資活動収支】

投資活動支出 508,538
公共施設等整備費支出 508,538
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入 1,330
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金改修収入
資産売却収入 1,330
その他の収入

投資活動収支合計 -507,208
【財務活動収支】

財務活動支出 3,683
地方債償還支出 3,683
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支合計 -3,683
本年度資金収支額 9,789
前年度末資金残高 98,125
本年度末資金残高 107,914

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 107,914

科　目

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


