
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 11,772,378 固定負債 5,803,901
有形固定資産 11,586,840 地方債 5,096,494
事業用資産 1,514,729 長期未払金 -
土地 - 退職手当引当金 717,141
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 63,407 その他 △ 9,734
建物減価償却累計額 △ 11,084 流動負債 470,026
工作物 874,831 １年内償還予定地方債 448,142
工作物減価償却累計額 △ 445,321 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 21,884
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,273,927
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 13,313,285

インフラ資産 9,894,153 余剰分（不足分） △ 2,826,632

土地 681,411

建物 4,623,703

建物減価償却累計額 △ 2,311,118

工作物 18,266,026

工作物減価償却累計額 △ 11,845,418

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 479,547

物品 214,552

物品減価償却累計額 △ 36,595

無形固定資産 6,226

ソフトウェア 6,226

その他 -

投資その他の資産 179,313

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 4,277

長期貸付金 △ 9,780

基金 161,550

減債基金 401

その他 161,148

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 4,988,202

現金預金 913,312

未収金 1,860

短期貸付金 -

基金 1,545,183

財政調整基金 878,163

減債基金 667,019

棚卸資産 △ 18,284

その他 2,546,131

徴収不能引当金 - 10,486,653

16,760,580 16,760,580

一般会計等貸借対照表
（平成３２年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

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）
金　　　額

経常費用 3,701,773
業務費用 1,796,841
人件費 490,491
職員給与費 465,362
賞与等引当金繰入額 -
退職手当引当金繰入額 -
その他 25,129

物件費等 1,276,468
物件費 641,659
維持補修費 135,530
減価償却費 479,960
その他 19,320

その他の業務費用 29,881
支払利息 19,061
徴収不能引当金繰入額 -
その他 10,820

移転費用 1,904,933
補助金等 1,550,424
社会保障給付 235,473
他会計への繰出金 116,602
その他 2,434

経常収益 335,036
使用料及び手数料 93,731
その他 241,304

純経常行政コスト 3,366,738
臨時損失 -
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
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 3,366,738

一般会計等行政コスト計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　平成３２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）

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 10,677,678 13,293,402 △ 2,615,724
純行政コスト（△） △ 3,366,738 △ 3,366,738
財源 3,174,293 3,174,293
税収等 2,441,756 2,441,756
国県等補助金 732,537 732,537

本年度差額 △ 192,445 △ 192,445
固定資産の変動（内部変動） 19,883 △ 19,883
有形固定資産等の増加 657,509 △ 657,509
有形固定資産等の減少 △ 479,960 479,960
貸付金・基金等の増加 175,705 △ 175,705
貸付金・基金等の減少 △ 333,372 333,372

資産評価差額 - -
無償所管換等 - -
内部取引 - -
その他 1,420 1,420
本年度純資産変動額 △ 191,025 19,883 △ 210,908
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 10,486,653 13,313,285 △ 2,826,632

一般会計等純資産変動計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　平成３２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,221,560
業務費用支出 1,316,627
人件費支出 490,491
物件費等支出 802,174
支払利息支出 19,061
その他の支出 4,902

移転費用支出 1,904,933
補助金等支出 1,550,424
社会保障給付支出 235,473
他会計への繰出支出 116,602
その他の支出 2,434

業務収入 3,306,275
税収等収入 2,443,657
国県等補助金収入 527,594
使用料及び手数料収入 93,719
その他の収入 241,304

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 23,009
業務活動収支 107,724
【投資活動収支】
投資活動支出 833,215
公共施設等整備費支出 657,509
基金積立金支出 153,124
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 22,582
その他の支出 -

投資活動収入 523,741
国県等補助金収入 181,771
基金取崩収入 313,372
貸付金元金回収収入 20,000
資産売却収入 7,191
その他の収入 1,407

投資活動収支 △ 309,474
【財務活動収支】
財務活動支出 351,564
地方債償還支出 346,698
その他の支出 4,866

財務活動収入 760,051
地方債発行収入 760,051
その他の収入 -

財務活動収支 408,487
本年度資金収支額 206,737
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 706,574
本年度末資金残高 913,312

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 913,312

一般会計等資金収支計算書
自　平成３１年　４月　１日
至　平成３２年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


