
財務諸表　一般会計等決算

貸借対照表
令和２年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

10,977,978 3,129,955

（うち投資など） 2,428,580

流動負債
303,357

負債合計 3,433,312

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 11,477,835

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

656,987 余剰分（不足分） △ 3,276,181

（うち現金預金） 144,259 純資産合計 8,201,654

資産合計 11,634,965 負債及び純資産合計 11,634,966

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　令和元年 ４月１日 自　令和元年 ４月１日

至　令和２年３月３１日 （単位：万円） 至　令和２年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,059,849

人にかかるコスト 純行政コスト △ 2,171,858

人件費、賞与引当金繰入額など 465,904 税収等 1,878,350

物にかかるコスト 補助金 433,182

電気料、修理など維持補修費など 907,695 寄附等 2,131

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,201,654

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

823,954

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

31,439
自　令和元年 ４月１日
至　令和２年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 2,228,992 前年度末現金預金残高 168,150

使用料・手数料 36,975 資金増減額 △ 21,729

分担金・負担金・寄附金など 77,353 業務活動収支 415,951

経常収益 114,328 投資活動収支 △ 314,708

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 122,973

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 57,194 歳計外現金増減額 △ 2,162

臨時損失 57,194 本年度末現金預金残高 144,259

（差引）純行政コスト 2,171,858

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表　全体会計決算

貸借対照表
令和２年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

12,726,012 4,661,222

（うち投資など） 1,701,681

流動負債
424,243

負債合計 5,085,465

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 13,225,870

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

1,316,034 余剰分（不足分） △ 4,269,287

（うち現金預金） 662,150

繰延資産 0 純資産合計 8,956,583

資産合計 14,042,046 負債及び純資産合計 14,042,048

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　令和元年 ４月１日 自　令和元年 ４月１日

至　令和２年３月３１日 （単位：万円） 至　令和２年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 8,858,557

人にかかるコスト 純行政コスト △ 3,302,218

人件費、賞与引当金繰入額など 585,119 税収等 2,367,186

物にかかるコスト 補助金 987,937

電気料、修理など維持補修費など 1,193,183 寄附等 45,121

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 8,956,583

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

1,726,418

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

120,971
自　令和元年 ４月１日
至　令和２年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 3,625,691 前年度末現金預金残高 722,143

使用料・手数料 259,774 資金増減額 △ 57,831

分担金・負担金・寄附金など 120,971 業務活動収支 478,065

経常収益 380,745 投資活動収支 △ 347,893

臨時行政コスト 財務活動収支 △ 169,939

災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 57,272 歳計外現金増減額 △ 2,162

臨時損失 57,272 本年度末現金預金残高 662,150

（差引）純行政コスト 3,302,218

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの



財務諸表　連結会計決算

貸借対照表
令和２年３月３１日現在 （単位：万円）

資産の部 負債の部
固定資産 固定負債

学校や道路の建設、土地購入などに使
われたお金の総額から減価償却分を差
し引いた額

12,783,219 4,712,868

（うち投資など） 1,699,973

流動負債
431,847

負債合計 5,144,715

純資産の部
流動資産 固定資産等形成分 13,284,354

現金や貯金、必要なときに現金化する
ことができる積立金、市税などの未収金

2,211,007 余剰分（不足分） △ 3,434,843

（うち現金預金） 14,757,727 他団体出資等分 0

繰延資産 0 純資産合計 9,849,511

資産合計 14,994,226 負債及び純資産合計 14,994,226

行政コスト計算書 純資産変動計算書
自　令和元年 ４月１日 自　令和元年 ４月１日

至　令和２年３月３１日 （単位：万円） 至　令和２年３月３１日 （単位：万円）

経常行政コスト 前年度末純資産残高 9,965,880

人にかかるコスト 純行政コスト △ 28,448,821

人件費、賞与引当金繰入額など 627,820 税収等 17,017,610

物にかかるコスト 補助金 11,322,905

電気料、修理など維持補修費など 1,412,674 寄附等 △ 8,063

移転支出的なコスト 本年度末純資産残高 9,849,511

高齢者や児童などへの手当（扶助費）、
団体への補助金、特別会計への繰出
金など

26,268,720

その他コスト 資金収支計算書
市債の利子、時効により納入されな
かった税金（不納欠損）など

579,678
自　令和元年 ４月１日
至　令和２年３月３１日

（単位：万円）

経常費用 28,888,892 前年度末現金預金残高 1,752,694

使用料・手数料 259,817 資金増減額 △ 274,798

分担金・負担金・寄附金など 219,364 業務活動収支
経常収益 479,181 投資活動収支

臨時行政コスト 財務活動収支
災害復旧費・損失補償引当金繰入額など 39,110 歳計外現金増減額 △ 2,169

臨時損失 39,110 本年度末現金預金残高 1,475,727

（差引）純行政コスト 28,448,821

翌々年度以降に支払や返済が行われ
る予定のもの

翌年度に支払や返済をするもの


