
一般会計等 （単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 75,614,207 ※ 固定負債 41,420,320

有形固定資産 65,064,355 ※ 地方債 37,761,583
事業用資産 46,249,766 ※ 長期未払金 3,793

土地 17,313,237 退職手当引当金 3,511,261
立木竹 139,905 損失補償等引当金 72,644
建物 56,251,283 その他 71,039
建物減価償却累計額 △ 30,969,603 流動負債 3,536,536
工作物 5,165,429 1年内償還予定地方債 3,005,740
工作物減価償却累計額 △ 3,795,404 未払金 125,871
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 290,994
航空機 - 預り金 77,515
航空機減価償却累計額 - その他 36,416
その他 19,045 44,956,856
その他減価償却累計額 △ 15,304 【純資産の部】
建設仮勘定 2,141,179 固定資産等形成分 80,704,652

インフラ資産 16,855,825 ※ 余剰分（不足分） △ 44,128,499
土地 1,143,976
建物 360,036
建物減価償却累計額 △ 284,919
工作物 35,970,866
工作物減価償却累計額 △ 21,172,772
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 838,639

物品 5,866,477
物品減価償却累計額 △ 3,907,713

無形固定資産 19,794
ソフトウェア 19,794
その他 -

投資その他の資産 10,530,059 ※

投資及び出資金 6,692,110
有価証券 10,000
出資金 2,896,268
その他 3,785,842

投資損失引当金 -
長期延滞債権 263,426
長期貸付金 165,785
基金 3,431,135

減債基金 -
その他 3,431,135

その他 -
徴収不能引当金 △ 22,398

流動資産 5,918,802
現金預金 770,286
未収金 58,200
短期貸付金 52,938
基金 5,037,507

財政調整基金 4,470,176
減債基金 567,331

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 129 36,576,153

81,533,009 81,533,009

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

経常費用 24,910,631
業務費用 12,016,137

人件費 3,990,596 ※

職員給与費 3,206,854
賞与等引当金繰入額 290,994
退職手当引当金繰入額 310,315
その他 182,434

物件費等 7,577,341
物件費 4,727,657
維持補修費 301,182
減価償却費 2,548,502
その他 -

その他の業務費用 448,200 ※

支払利息 175,306
徴収不能引当金繰入額 32,390
その他 240,503

移転費用 12,894,493 ※

補助金等 5,680,385
社会保障給付 4,616,258
他会計への繰出金 2,588,398
その他 9,453

経常収益 1,045,118 ※

使用料及び手数料 483,150
その他 561,967

純経常行政コスト 23,865,513
臨時損失 75,352

災害復旧事業費 49,244
資産除売却損 26,108
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 7,843
資産売却益 7,843
その他 -

純行政コスト 23,933,021 ※

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

前年度末純資産残高 36,832,514 78,685,709 △ 41,853,195

純行政コスト（△） △ 23,933,021 △ 23,933,021

財源 23,674,020 23,674,020

税収等 18,165,190 18,165,190

国県等補助金 5,508,830 5,508,830

本年度差額 △ 259,001 △ 259,001

固定資産等の変動（内部変動） 2,016,303 ※ △ 2,016,303 ※

有形固定資産等の増加 8,431,451 △ 8,431,451

有形固定資産等の減少 △ 6,734,686 6,734,686

貸付金・基金等の増加 980,737 △ 980,737

貸付金・基金等の減少 △ 661,200 661,200

資産評価差額 - -

無償所管換等 2,640 2,640

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 256,361 2,018,943 △ 2,275,304

本年度末純資産残高 36,576,153 80,704,652 △ 44,128,499

※ 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）



一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 22,435,916

業務費用支出 9,414,583
人件費支出 3,966,242
物件費等支出 5,028,839
支払利息支出 175,306
その他の支出 244,196

移転費用支出 13,021,332 ※

補助金等支出 5,807,224
社会保障給付支出 4,616,258
他会計への繰出支出 2,588,398
その他の支出 9,453

業務収入 24,373,703 ※

税収等収入 18,197,895
国県等補助金収入 5,143,723
使用料及び手数料収入 481,516
その他の収入 550,570

臨時支出 49,244
災害復旧事業費支出 49,244
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 1,888,543
【投資活動収支】

投資活動支出 5,314,787
公共施設等整備費支出 3,917,916
基金積立金支出 898,314
投資及び出資金支出 498,557
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 1,124,386
国県等補助金収入 365,107
基金取崩収入 524,222
貸付金元金回収収入 55,607
資産売却収入 14,450
その他の収入 165,000

投資活動収支 △ 4,190,401
【財務活動収支】

財務活動支出 2,625,806 ※

地方債償還支出 2,593,306
その他の支出 32,501

財務活動収入 4,432,161
地方債発行収入 4,432,161
その他の収入 -

財務活動収支 1,806,355
△ 495,503
1,188,273

692,770

前年度末歳計外現金残高 82,466
本年度歳計外現金増減額 △ 4,951
本年度末歳計外現金残高 77,515
本年度末現金預金残高 770,286 ※

※ 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


