
【様式第1号】
令和02年度

連結貸借対照表
(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 52,788,697　固定負債 14,866,442
　　有形固定資産 48,976,899　　地方債等 12,627,099
　　　事業用資産 33,333,689　　長期未払金 -
　　　　土地 24,408,189　　退職手当引当金 1,696,160
　　　　立木竹 23,107　　損失補償等引当金 542,165
　　　　建物 16,997,683　　その他 1,018
　　　　建物減価償却累計額 △9,603,875　流動負債 1,227,884
　　　　工作物 4,513,027　　1年内償還予定地方債等 960,258
　　　　工作物減価償却累計額 △3,160,714　　未払金 21,173
　　　　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 106,362
　　　　航空機 -　　預り金 55,556
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 84,536
　　　　その他 - 負債合計 16,094,327
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 156,272　固定資産等形成分 56,246,798
　　　インフラ資産 14,700,024　余剰分(不足分) △15,355,743
　　　　土地 4,357,389　他団体出資等分 -
　　　　建物 91,935
　　　　建物減価償却累計額 △13,843
　　　　工作物 24,762,565
　　　　工作物減価償却累計額 △14,638,341
　　　　その他 9,531
　　　　その他減価償却累計額 △473
　　　　建設仮勘定 131,261
　　　物品 1,633,472
　　　物品減価償却累計額 △690,286
　　無形固定資産 2,399
　　　ソフトウェア 2,241
　　　その他 158
　　投資その他の資産 3,809,399
　　　投資及び出資金 53,837
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 53,837
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 262,071
　　　長期貸付金 -
　　　基金 3,505,933
　　　　減債基金 -
　　　　その他 3,505,933
　　　その他 52
　　　徴収不能引当金 △12,493
　流動資産 4,196,685
　　現金預金 658,771
　　未収金 36,600
　　短期貸付金 61
　　基金 3,458,039
　　　財政調整基金 2,730,758
　　　減債基金 727,281
　　棚卸資産 4,672
　　その他 39,312
　　徴収不能引当金 △771
　繰延資産 - 純資産合計 40,891,055

資産合計 56,985,382 負債及び純資産合計 56,985,382



【様式第2号】
令和02年度

連結行政コスト計算書
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 12,389,868
　　業務費用 4,627,473
　　　人件費 1,696,751
　　　　職員給与費 1,283,896
　　　　賞与等引当金繰入額 106,392
　　　　退職手当引当金繰入額 86,984
　　　　その他 219,480
　　　物件費等 2,698,302
　　　　物件費 1,378,744
　　　　維持補修費 185,453
　　　　減価償却費 934,028
　　　　その他 200,076
　　　その他の業務費用 232,420
　　　　支払利息 81,508
　　　　徴収不能引当金繰入額 13,242
　　　　その他 137,670
　　移転費用 7,762,396
　　　補助金等 4,749,430
　　　社会保障給付 2,923,875
　　　その他 88,927
　経常収益 798,393
　　使用料及び手数料 301,221
　　その他 497,172
純経常行政コスト 11,591,475
　臨時損失 141,362
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 2,496
　　損失補償等引当金繰入額 133,639
　　その他 5,226
　臨時利益 5,226
　　資産売却益 -
　　その他 5,226
純行政コスト 11,727,611



【様式第3号】
令和02年度

連結純資産変動計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 40,176,950 54,978,452 △14,801,502 -
　純行政コスト(△) △11,727,611 △11,727,611 -
　財源 12,312,462 12,312,462 -
　　税収等 6,619,854 6,619,854 -
　　国県等補助金 5,692,608 5,692,608 -
　本年度差額 584,851 584,851 -
　固定資産等の変動（内部変動） 918,448 △918,448
　　有形固定資産等の増加 1,696,724 △1,696,724
　　有形固定資産等の減少 △1,116,239 1,116,239
　　貸付金・基金等の増加 1,038,545 △1,038,545
　　貸付金・基金等の減少 △700,582 700,582
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 45,111 45,111
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 84,143 304,786 △220,643
　本年度純資産変動額 714,105 1,268,345 △554,240 -
本年度末純資産残高 40,891,055 56,246,798 △15,355,743 -



【様式第4号】
令和02年度

連結資金収支計算書
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 11,419,794
　　業務費用支出 3,572,649
　　　人件費支出 1,604,339
　　　物件費等支出 1,753,504
　　　支払利息支出 81,508
　　　その他の支出 133,298
　　移転費用支出 7,847,145
　　　補助金等支出 4,753,755
　　　社会保障給付支出 2,923,875
　　　その他の支出 169,351
　業務収入 12,637,172
　　税収等収入 6,615,251
　　国県等補助金収入 5,267,333
　　使用料及び手数料収入 301,928
　　その他の収入 452,660
　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 1,241,424
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,487,543
　　公共施設等整備費支出 1,482,244
　　基金積立金支出 630,235
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 375,064
　　その他の支出 -
　投資活動収入 1,056,116
　　国県等補助金収入 401,230
　　基金取崩収入 269,396
　　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 △1,431,427
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,750,466
　　地方債等償還支出 1,748,992
　　その他の支出 1,474
　財務活動収入 2,023,037
　　地方債等発行収入 2,023,037
　　その他の収入 -
財務活動収支 272,570
本年度資金収支額 82,567
前年度末資金残高 526,331
比例連結割合変更に伴う差額 △9,136
本年度末資金残高 599,761

前年度末歳計外現金残高 60,619
本年度歳計外現金増減額 △1,610
本年度末歳計外現金残高 59,010
本年度末現金預金残高 658,771
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