
（単位：千円） （単位：千円）

金額 金額 金額

固定資産 37,129,076 固定負債 12,109,176 経常費用 3,725,213

有形固定資産 36,292,437 地方債 12,047,323 業務費用 2,423,375

無形固定資産 19,684 長期未払金 - 人件費 405,816

投資その他の資産 816,956 退職手当引当金 60,853 物件費 403,448

投資及び出資金 1,971,000 損失補償等引当金 - 維持補修費 78,998

投資損失引当金 △1,154,044 その他 1,000 減価償却費 1,384,986

長期延滞債権 - 流動負債 1,431,298 その他物件費 -

長期貸付金 - 1年内償還予定地方債 1,390,961 その他の業務費用 150,127

基金 - 未払金 - 移転費用 1,301,838

その他 - 未払費用 4,939 補助金等 1,002,859

徴収不能引当金 - 前受金 - 社会保障給付 -

流動資産 208,915 前受収益 - 他会計への繰出金 298,979

現金預金 208,915 賞与等引当金 31,159 その他 -

未収金 - 預り金 4,239 経常収益 1,096,392

短期貸付金 - その他 - 使用料及び手数料 1,073,899

基金 - 13,540,474 その他 22,493

棚卸資産 - 固定資産等形成分 37,129,076 純経常行政コスト 2,628,821

その他 - 余剰分（不足分） △13,331,559 臨時損失 778,127

徴収不能引当金 - 23,797,517 臨時利益 10,800

37,337,992 37,337,992 純行政コスト 3,396,148

（単位：千円） (単位：千円）

科目 金額

業務支出 2,331,403 固定資産 余剰分

業務収入 3,143,170 等形成分 （不足分）

臨時支出 741,701 前年度末純資産残高 24,416,089 38,149,677 △13,733,588

臨時収入 580,513 純行政コスト（△） △3,396,148 △3,396,148

業務活動収支 650,579 財源

投資活動支出 400,813 税収等 2,046,363 2,046,363

投資活動収入 161,087 国県等補助金 731,214 731,214

投資活動収支 △239,726 本年度差額 △618,572 △618,572

財務活動支出 1,516,886 固定資産等の変動（内部変動） △1,020,600 1,020,600

財務活動収入 1,175,000 有形固定資産等の増加 414,335 △414,335

財務活動収支 △341,886 有形固定資産等の減少 △1,398,509 1,398,509

本年度資金収支額 68,967 貸付金・基金等の増加 - -

前年度末資金残高 134,709 貸付金・基金等の減少 △36,426 36,426

本年度末資金残高 203,676 資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

前年度末歳計外現金残高 5,673 その他 - - -

本年度歳計外現金増減額 △434 本年度純資産変動額 △618,572 △1,020,600 402,029

本年度末歳計外現金残高 5,239

本年度末現金預金残高 208,915

※上記の数値は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

本年度末純資産残高 37,129,076 △13,331,559

科目

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

23,797,517

令和元年度　一般会計等財務書類の概要

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

科目

一般会計等貸借対照表 一般会計等行政コスト計算書

一般会計等資金収支計算書

（令和2年3月31日現在）

科目 科目

合計

一般会計等純資産変動計算書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）



（単位：千円） （単位：千円）

金額 金額 金額

固定資産 58,347,871 固定負債 27,145,879 経常費用 4,971,821

有形固定資産 57,510,231 地方債 27,084,027 業務費用 3,968,953

無形固定資産 20,685 長期未払金 - 人件費 428,657

投資その他の資産 816,956 退職手当引当金 60,853 物件費 681,305

投資及び出資金 1,971,000 損失補償等引当金 - 維持補修費 225,698

投資損失引当金 △1,154,044 その他 1,000 減価償却費 2,394,250

長期延滞債権 - 流動負債 2,203,189 その他物件費 -

長期貸付金 - 1年内償還予定地方債 2,159,789 その他の業務費用 239,043

基金 - 未払金 - 移転費用 1,002,868

その他 - 未払費用 6,243 補助金等 1,002,868

徴収不能引当金 - 前受金 - 社会保障給付 -

流動資産 208,915 前受収益 - 他会計への繰出金 -

現金預金 208,915 賞与等引当金 32,918 その他 -

未収金 - 預り金 4,239 経常収益 2,394,213

短期貸付金 - その他 - 使用料及び手数料 2,359,151

基金 - 29,349,068 その他 35,062

棚卸資産 - 固定資産等形成分 58,347,871 純経常行政コスト 2,577,608

その他 - 余剰分（不足分） △29,140,153 臨時損失 1,237,923

徴収不能引当金 - 29,207,718 臨時利益 10,800

58,556,787 58,556,787 純行政コスト 3,804,731

（単位：千円） （単位：千円）

金額

業務支出 2,568,649 固定資産 余剰分

業務収入 4,204,053 等形成分 （不足分）

臨時支出 1,201,497 前年度末純資産残高 30,447,213 59,195,172 △28,747,959

臨時収入 605,110 純行政コスト（△） △3,804,731 △3,804,731

業務活動収支 1,039,017 財源

投資活動支出 1,583,375 税収等 1,809,424 1,809,424

投資活動収入 161,087 国県等補助金 755,811 755,811

投資活動収支 △1,422,289 本年度差額 △1,239,495 △1,239,495

財務活動支出 2,321,543 固定資産等の変動（内部変動） △847,301 847,301

財務活動収入 2,773,500 有形固定資産等の増加 1,694,079 △1,694,079

財務活動収支 451,957 有形固定資産等の減少 △2,504,954 2,504,954

68,685 貸付金・基金等の増加 - -

134,991 貸付金・基金等の減少 △36,426 36,426

203,676 資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

前年度末歳計外現金残高 5,673 その他 - - -

本年度歳計外現金増減額 △434 本年度純資産変動額 △1,239,495 △847,301 △392,194

本年度末歳計外現金残高 5,239

本年度末現金預金残高 208,915

※上記の数値は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

本年度資金収支額

前年度末資金残高

△29,140,153本年度末純資産残高 29,207,718 58,347,871

本年度末資金残高

合計

科目

純資産合計

負債合計

（平成31年4月1日～令和2年3月31日） （平成31年4月1日～令和2年3月31日）

科目

科目

資産合計 負債及び純資産合計

全体資金収支計算書 全体純資産変動計算書

（令和2年3月31日現在）

科目

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

令和元年度　一般会計等財務書類の概要

科目

全体貸借対照表 全体行政コスト計算書



（単位：千円） （単位：千円）

金額 金額 金額

固定資産 58,326,722 固定負債 27,145,879 経常費用 5,022,603

有形固定資産 57,510,231 地方債等 27,084,027 業務費用 3,978,069

無形固定資産 20,685 長期未払金 - 人件費 434,644

投資その他の資産 795,806 退職手当引当金 60,853 物件費 684,434

投資及び出資金 3,000 損失補償等引当金 - 維持補修費 225,698

長期延滞債権 - その他 1,000 減価償却費 2,394,250

長期貸付金 - 流動負債 2,203,399 その他の物件費 -

基金 792,806 1年内償還予定地方債等 2,159,789 その他の業務費用 239,043

その他 - 未払金 111 移転費用 1,044,533

徴収不能引当金 - 未払費用 6,243 補助金等 1,042,325

流動資産 348,166 前受金 - 社会保障給付 -

現金預金 348,166 賞与等引当金 32,918 その他 2,209

未収金 - 預り金 4,338 経常収益 2,408,576

短期貸付金 - 29,349,279 使用料及び手数料 2,359,151

基金 - 固定資産等形成分 58,326,722 その他 49,425

棚卸資産 - 余剰分（不足分） △29,001,203 純経常行政コスト 2,614,027

その他 - 他団体出資等分 90 臨時損失 1,201,497

徴収不能引当金 - 29,325,609 臨時利益 10,800

58,674,887 58,674,887 純行政コスト 3,804,724

※上記の数値は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

※連結財務書類については、資金収支計算書の作成を省略することが可能であることから、その作成を省略しております。

連結行政コスト計算書
（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

令和元年度　一般会計等財務書類の概要

資産合計 負債及び純資産合計

科目

純資産合計

負債合計

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

科目 科目

(単位：千円）

固定資産 余剰分 他団体出資等分

等形成分 （不足分） 出資等分

前年度末純資産残高 59,137,557 △28,572,579 119

純行政コスト（△） △3,804,724 △29

財源 2,565,236 -

税収等 1,809,424 -

国県等補助金 755,811 -

本年度差額 - △1,239,488 △29

本年度純資産変動額 △810,835 △428,624 △29

本年度末純資産残高 58,326,722 △29,001,203 90

△1,239,488

△1,239,488

29,325,609

合計

△3,804,724

2,565,236

1,809,424

755,811

科目

連結純資産変動計算書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

30,565,097


