
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 241,760,830 ※ 固定負債 46,420,620

有形固定資産 231,973,575 ※ 地方債 41,969,162
事業用資産 99,481,844 ※ 長期未払金 -

土地 41,267,531 退職手当引当金 4,437,467
立木竹 2,775,161 損失補償等引当金 -
建物 119,811,004 その他 13,991
建物減価償却累計額 △ 70,186,183 流動負債 3,447,181
工作物 11,131,915 1年内償還予定地方債 3,137,250
工作物減価償却累計額 △ 6,305,985 未払金 6,714
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 303,217
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 49,867,802 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 988,400 固定資産等形成分 252,312,782

インフラ資産 131,555,062 余剰分（不足分） △ 48,016,003
土地 3,021,155
建物 422,307
建物減価償却累計額 △ 216,550
工作物 273,946,344
工作物減価償却累計額 △ 152,021,173
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 6,402,979

物品 5,751,830
物品減価償却累計額 △ 4,815,161

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 9,787,255
投資及び出資金 708,036

有価証券 378,057
出資金 329,979
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 132,856
長期貸付金 364,943
基金 8,585,318

減債基金 -
その他 8,585,318

その他 -
徴収不能引当金 △ 3,898

流動資産 12,403,751 ※

現金預金 1,810,937
未収金 43,136
短期貸付金 27,665
基金 10,524,287 ※

財政調整基金 6,670,385
減債基金 3,853,903

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2,274 204,296,779

254,164,581 254,164,581

※ 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 43,257,566 ※

業務費用 30,183,074
人件費 4,981,271

職員給与費 3,974,967
賞与等引当金繰入額 303,217
退職手当引当金繰入額 -
その他 703,087

物件費等 22,919,904
物件費 5,313,067
維持補修費 928,790
減価償却費 16,678,047
その他 -

その他の業務費用 2,281,899
支払利息 240,486
徴収不能引当金繰入額 463
その他 2,040,950

移転費用 13,074,492 ※

補助金等 4,447,045
社会保障給付 4,970,136
他会計への繰出金 3,583,992
その他 73,318

経常収益 1,279,215
使用料及び手数料 406,191
その他 873,024

純経常行政コスト 41,978,351
臨時損失 3,026,363

災害復旧事業費 3,024,479
資産除売却損 1,884
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 9,015
資産売却益 9,015
その他 -

純行政コスト 44,995,699

※ 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 178,682,206 224,116,340 △ 45,434,133

純行政コスト（△） △ 44,995,699 △ 44,995,699

財源 27,376,872 27,376,872

税収等 19,562,932 19,562,932

国県等補助金 7,813,940 7,813,940

本年度差額 △ 17,618,827 △ 17,618,827

固定資産等の変動（内部変動） △ 18,497,234 18,497,234

有形固定資産等の増加 5,703,007 △ 5,703,007

有形固定資産等の減少 △ 20,708,118 20,708,118

貸付金・基金等の増加 2,260,358 △ 2,260,358

貸付金・基金等の減少 △ 5,752,481 5,752,481

資産評価差額 △ 42,144 △ 42,144

無償所管換等 38,000,836 38,000,836

その他 5,274,708 8,734,985 △ 3,460,277

本年度純資産変動額 25,614,573 28,196,442 ※ △ 2,581,870

本年度末純資産残高 204,296,779 252,312,782 △ 48,016,003

※ 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 26,697,573 ※

業務費用支出 13,623,081
人件費支出 5,099,787
物件費等支出 6,281,938
支払利息支出 240,486
その他の支出 2,000,870

移転費用支出 13,074,492 ※

補助金等支出 4,447,045
社会保障給付支出 4,970,136
他会計への繰出支出 3,583,992
その他の支出 73,318

業務収入 25,791,693
税収等収入 19,552,110
国県等補助金収入 4,960,724
使用料及び手数料収入 406,191
その他の収入 872,668

臨時支出 3,024,479
災害復旧事業費支出 3,024,479
その他の支出 -

臨時収入 1,830,667
業務活動収支 △ 2,099,692
【投資活動収支】

投資活動支出 7,963,365
公共施設等整備費支出 5,703,007
基金積立金支出 2,211,180
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 49,178
その他の支出 -

投資活動収入 6,799,842
国県等補助金収入 1,022,550
基金取崩収入 5,710,162
貸付金元金回収収入 42,319
資産売却収入 24,811
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,163,523
【財務活動収支】

財務活動支出 2,876,046
地方債償還支出 2,876,046
その他の支出 -

財務活動収入 5,585,400
地方債発行収入 5,585,400
その他の収入 -

財務活動収支 2,709,354
△ 553,861
2,364,798
1,810,937

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 1,810,937

※ 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


