
 

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,842,972,229 ※ 固定負債 1,509,603,486 ※

有形固定資産 1,607,539,714 地方債 1,333,497,196

事業用資産 379,130,917 ※ 長期未払金 601,182

土地 194,992,783 退職手当引当金 172,716,074

立木竹 14,190,089 損失補償等引当金 25,752

建物 425,676,401 その他 2,763,283

建物減価償却累計額 △ 274,087,890 流動負債 133,363,876 ※

工作物 92,708,540 1年内償還予定地方債 117,723,338

工作物減価償却累計額 △ 75,781,202 未払金 439,259

船舶 3,855,381 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 3,545,264 前受金 237,295

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 13,236,699

航空機 1,678,320 預り金 1,727,284

航空機減価償却累計額 △ 1,006,992 その他 -

その他 - 1,642,967,362

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 450,752 固定資産等形成分 1,857,631,137

インフラ資産 1,217,118,287 余剰分（不足分） △ 1,615,395,822

土地 200,838,948

建物 11,862,285

建物減価償却累計額 △ 4,345,694

工作物 2,088,575,572

工作物減価償却累計額 △ 1,089,531,204

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 9,718,380

物品 16,154,638

物品減価償却累計額 △ 4,864,129

無形固定資産 2,393,455

ソフトウェア 2,379,575

その他 13,880

投資その他の資産 233,039,060 ※

投資及び出資金 154,128,752

有価証券 2,262,103

出資金 151,866,649

その他 -

投資損失引当金 △ 109,170

長期延滞債権 10,459,878

長期貸付金 23,386,791

基金 45,381,160

減債基金 29,166,670

その他 16,214,490

その他 -

徴収不能引当金 △ 208,350

流動資産 42,230,448 ※

現金預金 25,689,875

未収金 2,063,532

短期貸付金 2,645,107

基金 12,013,801

財政調整基金 12,013,801

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 181,866 242,235,315

1,885,202,677 1,885,202,677

※ 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。

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 616,078,215 ※

業務費用 374,087,397 ※

人件費 212,156,438
職員給与費 179,901,402
賞与等引当金繰入額 13,236,699
退職手当引当金繰入額 14,442,156
その他 4,576,181

物件費等 98,332,223 ※

物件費 31,184,352
維持補修費 6,449,886
減価償却費 60,059,175
その他 638,809

その他の業務費用 63,598,736
支払利息 8,727,198
徴収不能引当金繰入額 179,763
その他 54,691,775

移転費用 241,990,819 ※

補助金等 216,459,591
社会保障給付 12,578,707
他会計への繰出金 12,448,196
その他 504,324

経常収益 22,169,201
使用料及び手数料 10,107,916
その他 12,061,285

純経常行政コスト 593,909,014
臨時損失 7,933,734

災害復旧事業費 4,001,009
資産除売却損 481,309
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 15,888
その他 3,435,528

臨時利益 5,091,085
資産売却益 1,831,846
その他 3,259,239

純行政コスト 596,751,664 ※

※ 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 250,780,129 1,865,021,553 △ 1,614,241,424

純行政コスト（△） △ 596,751,664 △ 596,751,664

財源 564,247,515 564,247,515

税収等 487,910,855 487,910,855

国県等補助金 76,336,660 76,336,660

本年度差額 △ 32,504,148 ※ △ 32,504,148 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 31,349,751 31,349,751

有形固定資産等の増加 26,680,745 △ 26,680,745

有形固定資産等の減少 △ 59,475,784 59,475,784

貸付金・基金等の増加 17,333,830 △ 17,333,830

貸付金・基金等の減少 △ 15,888,542 15,888,542

資産評価差額 24,511,381 24,511,381

無償所管換等 △ 552,046 △ 552,046

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 8,544,814 ※ △ 7,390,416 △ 1,154,398 ※

本年度末純資産残高 242,235,315 1,857,631,137 △ 1,615,395,822

※ 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 561,943,257

業務費用支出 319,440,300 ※

人件費支出 217,748,277
物件費等支出 38,356,213
支払利息支出 8,727,198
その他の支出 54,608,613

移転費用支出 242,502,957 ※

補助金等支出 216,971,729
社会保障給付支出 12,578,707
他会計への繰出支出 12,448,196
その他の支出 504,324

業務収入 554,941,105
税収等収入 487,639,369
国県等補助金収入 45,653,791
使用料及び手数料収入 10,108,970
その他の収入 11,538,975

臨時支出 4,452,151
災害復旧事業費支出 4,001,009
その他の支出 451,142

臨時収入 2,149,967
業務活動収支 △ 9,304,336
【投資活動収支】

投資活動支出 45,269,361
公共施設等整備費支出 26,680,745
基金積立金支出 12,189,679
投資及び出資金支出 1,254,786
貸付金支出 5,144,151
その他の支出 -

投資活動収入 46,845,125 ※

国県等補助金収入 28,704,486
基金取崩収入 7,685,724
貸付金元金回収収入 8,202,819
資産売却収入 2,252,097
その他の収入 -

投資活動収支 1,575,764
【財務活動収支】

財務活動支出 174,779,929
地方債償還支出 174,418,496
その他の支出 361,433

財務活動収入 188,606,205
地方債発行収入 188,606,205
その他の収入 -

財務活動収支 13,826,276
6,097,704

17,864,886

23,962,590

前年度末歳計外現金残高 1,913,623
本年度歳計外現金増減額 △ 186,338
本年度末歳計外現金残高 1,727,284 ※

本年度末現金預金残高 25,689,875 ※

※ 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

 


