
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 26,389,324   固定負債 3,313,227

    有形固定資産 23,949,317     地方債 3,313,227

      事業用資産 11,825,005     長期未払金 －

        土地 4,407,064     退職手当引当金 －

        立木竹 －     損失補償等引当金 －

        建物 15,800,198     その他 －

        建物減価償却累計額 △ 9,180,248   流動負債 433,896

        工作物 1,190,224     １年内償還予定地方債 365,702

        工作物減価償却累計額 △ 443,128     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 68,194

        航空機 －     預り金 －

        航空機減価償却累計額 －     その他 －

        その他 762,911 負債合計 3,747,123

        その他減価償却累計額 △ 733,185 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,170   固定資産等形成分 27,364,363

      インフラ資産 11,961,892   余剰分（不足分） △ 3,480,860

        土地 1,384,659

        建物 4,087,480

        建物減価償却累計額 △ 714,784

        工作物 19,216,334

        工作物減価償却累計額 △ 12,070,395

        その他 17,411

        その他減価償却累計額 △ 17,411

        建設仮勘定 58,597

      物品 584,444

      物品減価償却累計額 △ 422,024

    無形固定資産 15,584

      ソフトウェア 15,584

      その他 －

    投資その他の資産 2,424,423

      投資及び出資金 284,936

        有価証券 18,500

        出資金 266,436

        その他 －

      投資損失引当金 －

      長期延滞債権 15,431

      長期貸付金 28,122

      基金 2,096,391

        減債基金 414,541

        その他 1,681,851

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 457

  流動資産 1,241,303

    現金預金 260,143

    未収金 6,679

    短期貸付金 2,843

    基金 972,197

      財政調整基金 972,197

      減債基金 －

    棚卸資産 －

    その他 －

    徴収不能引当金 △ 559 純資産合計 23,883,504

資産合計 27,630,626 負債及び純資産合計 27,630,626

全体貸借対照表
（令和　2　年　3　月　31　日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

科目名 金額

  経常費用 4,774,436

    業務費用 3,954,884

      人件費 1,108,401

        職員給与費 979,471

        賞与等引当金繰入額 68,194

        退職手当引当金繰入額 －

        その他 60,736

      物件費等 2,800,139

        物件費 1,795,897

        維持補修費 96,445

        減価償却費 907,796

        その他 －

      その他の業務費用 46,345

        支払利息 29,480

        徴収不能引当金繰入額 768

        その他 16,096

    移転費用 819,552

      補助金等 726,303

      社会保障給付 75,202

      他会計への繰出金 －

      その他 18,047

  経常収益 567,967

    使用料及び手数料 409,573

    その他 158,395

純経常行政コスト 4,206,468

  臨時損失 7,846

    災害復旧事業費 －

    資産除売却損 7,846

    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 －

    資産売却益 －

    その他 －

純行政コスト 4,214,314

全体行政コスト計算書
自　平成　31　年　4　月　 1　日
至　令和　2　年　3　月　31　日



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計
固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

前年度末純資産残高 24,047,244 26,693,417 △ 2,646,173

  純行政コスト（△） △ 4,214,314 △ 4,214,314

  財源 4,442,644 4,442,644

    税収等 2,414,420 2,414,420

    国県等補助金 2,028,224 2,028,224

  本年度差額 228,330 228,330

  固定資産等の変動（内部変動） 283,948 △ 283,948

    有形固定資産等の増加 1,035,973 △ 1,035,973

    有形固定資産等の減少 △ 916,057 916,057

    貸付金・基金等の増加 321,745 △ 321,745

    貸付金・基金等の減少 △ 157,713 157,713

  資産評価差額 － －

  無償所管換等 387 387

  その他 △ 392,458 386,611 △ 779,069

  本年度純資産変動額 △ 163,740 670,946 △ 834,687

本年度末純資産残高 23,883,504 27,364,363 △ 3,480,860

全体純資産変動計算書
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）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,795,075

    業務費用支出 2,975,524

      人件費支出 1,040,207

      物件費等支出 1,905,837

      支払利息支出 29,480

      その他の支出 －

    移転費用支出 819,552

      補助金等支出 726,303

      社会保障給付支出 75,202

      他会計への繰出支出 －

      その他の支出 18,047

  業務収入 4,516,541

    税収等収入 2,414,509

    国県等補助金収入 1,533,977

    使用料及び手数料収入 410,117

    その他の収入 157,937

  臨時支出 －

    災害復旧事業費支出 －

    その他の支出 －

  臨時収入 －

業務活動収支 721,465

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,352,797

    公共施設等整備費支出 1,042,011

    基金積立金支出 307,186

    投資及び出資金支出 －

    貸付金支出 3,600

    その他の支出 －

  投資活動収入 642,415

    国県等補助金収入 494,247

    基金取崩収入 144,518

    貸付金元金回収収入 3,236

    資産売却収入 415

    その他の収入 －

投資活動収支 △ 710,381

【財務活動収支】

  財務活動支出 353,855

    地方債償還支出 353,855

    その他の支出 －

  財務活動収入 375,600

    地方債発行収入 375,600

    その他の収入 －

財務活動収支 21,745

本年度資金収支額 32,829

前年度末資金残高 227,314

本年度末資金残高 260,143

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 260,143

全体資金収支計算書
自　平成　31　年　4　月　 1　日
至　令和　2　年　3　月　31　日


