
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 38,458,681 ※ 固定負債 8,510,922

有形固定資産 36,359,703 ※ 地方債 7,397,238
事業用資産 12,170,565 ※ 長期未払金 -

土地 4,311,672 退職手当引当金 1,113,684
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 17,650,947 その他 -
建物減価償却累計額 △ 10,630,983 流動負債 1,244,707 ※

工作物 1,214,235 1年内償還予定地方債 1,129,138
工作物減価償却累計額 △ 401,593 未払金 1,571
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 88,013
航空機 - 預り金 25,984
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 80,854 9,755,628 ※

その他減価償却累計額 △ 57,786 【純資産の部】
建設仮勘定 3,218 固定資産等形成分 38,768,018

インフラ資産 23,627,902 余剰分（不足分） △ 9,426,463
土地 1,459,126
建物 304,226
建物減価償却累計額 △ 213,387
工作物 46,687,340
工作物減価償却累計額 △ 24,688,517
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 79,114

物品 1,445,603
物品減価償却累計額 △ 884,367

無形固定資産 45,428
ソフトウェア -
その他 45,428

投資その他の資産 2,053,550
投資及び出資金 1,644,213

有価証券 49,025
出資金 1,595,188
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 63,731
長期貸付金 0
基金 350,250

減債基金 -
その他 350,250

その他 -
徴収不能引当金 △ 4,644

流動資産 638,502
現金預金 312,255
未収金 16,910
短期貸付金 0
基金 309,337

財政調整基金 309,332
減債基金 5

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 - 29,341,555

39,097,183 39,097,183

※ 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。

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（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 6,847,675 ※

業務費用 4,222,074
人件費 1,438,770

職員給与費 1,038,141
賞与等引当金繰入額 88,013
退職手当引当金繰入額 107,719
その他 204,897

物件費等 2,669,570 ※

物件費 1,187,447
維持補修費 21,629
減価償却費 1,458,617
その他 1,878

その他の業務費用 113,734 ※

支払利息 59,786
徴収不能引当金繰入額 4,396
その他 49,551

移転費用 2,625,601 ※

補助金等 1,215,863
社会保障給付 637,592
他会計への繰出金 704,034
その他 68,113

経常収益 312,703 ※

使用料及び手数料 116,393
その他 196,311

純経常行政コスト 6,534,971 ※

臨時損失 59,882
災害復旧事業費 18,863
資産除売却損 17,138
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 23,881

臨時利益 42,345
資産売却益 23,057
その他 19,288

純行政コスト 6,552,509 ※

※ 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。

行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書
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 29,677,858 ※ 39,686,216 △ 10,008,359

純行政コスト（△） △ 6,552,509 △ 6,552,509

財源 6,216,206 6,216,206

税収等 5,019,133 5,019,133

国県等補助金 1,197,073 1,197,073

本年度差額 △ 336,303 △ 336,303

固定資産等の変動（内部変動） △ 924,826 ※ 924,826 ※

有形固定資産等の増加 315,001 △ 315,001

有形固定資産等の減少 △ 1,479,316 1,479,316

貸付金・基金等の増加 309,509 △ 309,509

貸付金・基金等の減少 △ 70,021 70,021

資産評価差額 △ 270 △ 270

無償所管換等 271 271

その他 0 6,627 △ 6,627

本年度純資産変動額 △ 336,303 ※ △ 918,199 ※ 581,896

本年度末純資産残高 29,341,555 ※ 38,768,018 ※ △ 9,426,463

※ 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。

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
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 5,403,362

業務費用支出 2,654,427 ※

人件費支出 1,334,136
物件費等支出 1,217,009
支払利息支出 59,786
その他の支出 43,495

移転費用支出 2,748,935 ※

補助金等支出 1,339,197
社会保障給付支出 637,592
他会計への繰出支出 704,034
その他の支出 68,113

業務収入 6,418,324
税収等収入 5,014,499
国県等補助金収入 1,090,743
使用料及び手数料収入 117,362
その他の収入 195,720

臨時支出 42,744
災害復旧事業費支出 18,863
その他の支出 23,881

臨時収入 19,288
業務活動収支 991,506
【投資活動収支】

投資活動支出 630,604
公共施設等整備費支出 315,001
基金積立金支出 279,509
投資及び出資金支出 6,094
貸付金支出 30,000
その他の支出 -

投資活動収入 202,968
国県等補助金収入 106,330
基金取崩収入 40,021
貸付金元金回収収入 30,000
資産売却収入 26,617
その他の収入 -

投資活動収支 △ 427,636
【財務活動収支】

財務活動支出 1,123,080
地方債償還支出 1,123,080
その他の支出 -

財務活動収入 509,304
地方債発行収入 509,304
その他の収入 -

財務活動収支 △ 613,776
△ 49,906

336,177
286,271

前年度末歳計外現金残高 24,961
本年度歳計外現金増減額 1,024
本年度末歳計外現金残高 25,984 ※

本年度末現金預金残高 312,255

※ 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

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
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


