
【様式第1号】
令和02年度

一般会計等貸借対照表
(令和03年03月31日現在)

(単位:千円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 40,860,012　固定負債 7,816,544
　　有形固定資産 38,043,704　　地方債 5,888,341
　　　事業用資産 30,519,233　　長期未払金 -
　　　　土地 23,779,446　　退職手当引当金 1,386,038
　　　　立木竹 17,528　　損失補償等引当金 542,165
　　　　建物 14,983,890　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △8,763,224　流動負債 679,297
　　　　工作物 2,584,358　　1年内償還予定地方債 557,485
　　　　工作物減価償却累計額 △2,099,264　　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 69,045
　　　　航空機 -　　預り金 52,767
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 8,495,841
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 16,499　固定資産等形成分 44,048,698
　　　インフラ資産 6,662,288　余剰分(不足分) △8,357,813
　　　　土地 3,627,741
　　　　建物 91,878
　　　　建物減価償却累計額 △13,801
　　　　工作物 14,095,149
　　　　工作物減価償却累計額 △11,215,793
　　　　その他 9,531
　　　　その他減価償却累計額 △473
　　　　建設仮勘定 68,056
　　　物品 1,372,725
　　　物品減価償却累計額 △510,542
　　無形固定資産 105
　　　ソフトウェア 0
　　　その他 105
　　投資その他の資産 2,816,204
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 197,441
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,442,516
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,442,516
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △9,007
　流動資産 3,326,713
　　現金預金 120,737
　　未収金 18,061
　　短期貸付金 20
　　基金 3,188,665
　　　財政調整基金 2,461,384
　　　減債基金 727,281
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △770 純資産合計 35,690,884

資産合計 44,186,726 負債及び純資産合計 44,186,726



【様式第2号】
令和02年度

一般会計等行政コスト計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 7,298,613
　　業務費用 3,136,916
　　　人件費 1,235,131
　　　　職員給与費 962,242
　　　　賞与等引当金繰入額 69,045
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 203,845
　　　物件費等 1,831,928
　　　　物件費 1,089,144
　　　　維持補修費 134,086
　　　　減価償却費 608,698
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 69,858
　　　　支払利息 23,162
　　　　徴収不能引当金繰入額 9,777
　　　　その他 36,918
　　移転費用 4,161,697
　　　補助金等 2,852,101
　　　社会保障給付 674,379
　　　他会計への繰出金 623,686
　　　その他 11,531
　経常収益 220,693
　　使用料及び手数料 69,242
　　その他 151,451
純経常行政コスト 7,077,920
　臨時損失 136,092
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 2,453
　　投資損失引当金繰入額 -
　　損失補償等引当金繰入額 133,639
　　その他 -
　臨時利益 -
　　資産売却益 -
　　その他 -
純行政コスト 7,214,012



【様式第3号】
令和02年度

一般会計等純資産変動計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:千円)

科目 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 35,502,787 43,524,450 △8,021,663
　純行政コスト(△) △7,214,012 △7,214,012
　財源 7,354,816 7,354,816
　　税収等 4,498,591 4,498,591
　　国県等補助金 2,856,225 2,856,225
　本年度差額 140,803 140,803
　固定資産等の変動（内部変動） 476,953 △476,953
　　有形固定資産等の増加 825,240 △825,240
　　有形固定資産等の減少 △621,582 621,582
　　貸付金・基金等の増加 930,356 △930,356
　　貸付金・基金等の減少 △657,060 657,060
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 47,294 47,294
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 188,097 524,247 △336,150
本年度末純資産残高 35,690,884 44,048,698 △8,357,813



【様式第4号】
令和02年度

一般会計等資金収支計算書
自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 6,676,479
　　業務費用支出 2,514,782
　　　人件費支出 1,231,472
　　　物件費等支出 1,223,230
　　　支払利息支出 23,162
　　　その他の支出 36,918
　　移転費用支出 4,161,697
　　　補助金等支出 2,852,101
　　　社会保障給付支出 674,379
　　　他会計への繰出支出 623,686
　　　その他の支出 11,531
　業務収入 7,404,909
　　税収等収入 4,490,658
　　国県等補助金収入 2,703,206
　　使用料及び手数料収入 69,695
　　その他の収入 141,351
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 24,045
業務活動収支 752,475
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,729,619
　　公共施設等整備費支出 825,240
　　基金積立金支出 529,325
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 375,054
　　その他の支出 -
　投資活動収入 767,735
　　国県等補助金収入 128,974
　　基金取崩収入 253,271
　　貸付金元金回収収入 375,059
　　資産売却収入 10,432
　　その他の収入 -
投資活動収支 △961,884
【財務活動収支】
　財務活動支出 576,825
　　地方債償還支出 576,825
　　その他の支出 -
　財務活動収入 706,654
　　地方債発行収入 706,654
　　その他の収入 -
財務活動収支 129,829
本年度資金収支額 △79,580
前年度末資金残高 147,549
本年度末資金残高 67,969

前年度末歳計外現金残高 50,292
本年度歳計外現金増減額 2,475
本年度末歳計外現金残高 52,767
本年度末現金預金残高 120,737
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