
【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 20,705,045   固定負債 2,012,141

    有形固定資産 18,377,477     地方債 2,012,141

      事業用資産 11,670,062     長期未払金 －

        土地 4,404,677     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 307,173

        工作物 958,420     １年内償還予定地方債 241,360

        工作物減価償却累計額 △ 363,881     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 65,813

        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 2,319,314

        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 21,680,085

      インフラ資産 6,549,476   余剰分（不足分） △ 2,066,113

        土地 1,380,859

        建物 3,743,711

        建物減価償却累計額 △ 699,819

        工作物 10,271,192

        工作物減価償却累計額 △ 8,173,055

        その他 －

        その他減価償却累計額 －

        建設仮勘定 26,587

      物品 578,951

      物品減価償却累計額 △ 421,013

    無形固定資産 11,129

      ソフトウェア 11,129

      その他 －

    投資その他の資産 2,316,439

      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 11,988

      長期貸付金 28,122

      基金 1,991,576

        減債基金 414,541

        その他 1,577,035

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 182

  流動資産 1,228,242

    現金預金 249,120

    未収金 4,330

    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 △ 248 純資産合計 19,613,972

資産合計 21,933,287 負債及び純資産合計 21,933,287

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 3,866,590

    業務費用 3,031,019

      人件費 1,061,124

        職員給与費 936,261

        賞与等引当金繰入額 65,813

        退職手当引当金繰入額 －

        その他 59,050

      物件費等 1,941,409

        物件費 1,297,905

        維持補修費 59,701

        減価償却費 583,803

        その他 －

      その他の業務費用 28,486

        支払利息 13,139

        徴収不能引当金繰入額 182

        その他 15,165

    移転費用 835,571

      補助金等 336,578

      社会保障給付 75,202

      他会計への繰出金 413,445

      その他 10,347

  経常収益 433,806

    使用料及び手数料 309,562

    その他 124,244

純経常行政コスト 3,432,784

  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 3,440,630

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 18,561,604 20,898,197 △ 2,336,593

  純行政コスト（△） △ 3,440,630 △ 3,440,630

  財源 3,787,312 3,787,312

    税収等 2,277,502 2,277,502

    国県等補助金 1,509,810 1,509,810

  本年度差額 346,683 346,683

  固定資産等の変動（内部変動） 400,928 △ 400,928

    有形固定資産等の増加 834,554 △ 834,554

    有形固定資産等の減少 △ 592,064 592,064

    貸付金・基金等の増加 309,616 △ 309,616

    貸付金・基金等の減少 △ 151,178 151,178

  資産評価差額 － －

  無償所管換等 387 387

  その他 705,299 380,573 324,726

  本年度純資産変動額 1,052,368 781,888 270,481

本年度末純資産残高 19,613,972 21,680,085 △ 2,066,113

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 3,215,118

    業務費用支出 2,379,547

      人件費支出 995,310

      物件費等支出 1,371,097

      支払利息支出 13,139

      その他の支出 －

    移転費用支出 835,571

      補助金等支出 336,578

      社会保障給付支出 75,202

      他会計への繰出支出 413,445

      その他の支出 10,347

  業務収入 4,004,302

    税収等収入 2,277,617

    国県等補助金収入 1,293,964

    使用料及び手数料収入 309,657

    その他の収入 123,063

  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 789,184

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,141,077

    公共施設等整備費支出 834,554

    基金積立金支出 302,923

    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 362,178

    国県等補助金収入 215,846

    基金取崩収入 142,682

    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 △ 778,899

【財務活動収支】

  財務活動支出 278,597

    地方債償還支出 278,597

    その他の支出 －

  財務活動収入 295,400

    地方債発行収入 295,400

    その他の収入 －

財務活動収支 16,803

本年度資金収支額 27,089

前年度末資金残高 222,031

本年度末資金残高 249,120

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 249,120

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


