
【様式第1号】
令和02年度

全体貸借対照表
(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 48,649,929　固定負債 13,052,192
　　有形固定資産 45,350,503　　地方債等 11,123,989
　　　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 1,016,929
　　　　工作物 2,584,358　　1年内償還予定地方債等 893,103
　　　　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 71,058
　　　　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 14,069,121
　　　　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 51,838,615
　　　インフラ資産 13,969,087　余剰分(不足分) △13,812,506
　　　　土地 3,627,741　他団体出資等分 -
　　　　建物 91,878
　　　　建物減価償却累計額 △13,801
　　　　工作物 24,005,803
　　　　工作物減価償却累計額 △13,882,854
　　　　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 1,372,725
　　　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 3,299,322
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 261,980
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,864,578
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,864,578
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △12,490
　流動資産 3,445,300
　　現金預金 229,575
　　未収金 27,811
　　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 △771
　繰延資産 - 純資産合計 38,026,109

資産合計 52,095,230 負債及び純資産合計 52,095,230



【様式第2号】
令和02年度

全体行政コスト計算書
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 10,172,724
　　業務費用 3,570,689
　　　人件費 1,275,718
　　　　職員給与費 994,181
　　　　賞与等引当金繰入額 71,058
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 210,478
　　　物件費等 2,128,078
　　　　物件費 1,169,298
　　　　維持補修費 134,086
　　　　減価償却費 824,695
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 166,893
　　　　支払利息 79,761
　　　　徴収不能引当金繰入額 13,244
　　　　その他 73,888
　　移転費用 6,602,035
　　　補助金等 5,838,837
　　　社会保障給付 674,379
　　　その他 88,716
　経常収益 486,535
　　使用料及び手数料 243,734
　　その他 242,801
純経常行政コスト 9,686,189
　臨時損失 136,092
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 2,453
　　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 9,822,281



【様式第3号】
令和02年度

全体純資産変動計算書
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 37,563,900 50,984,460 △13,420,559 -
　純行政コスト(△) △9,822,281 △9,822,281 -
　財源 10,237,196 10,237,196 -
　　税収等 5,674,339 5,674,339 -
　　国県等補助金 4,562,857 4,562,857 -
　本年度差額 414,915 414,915 -
　固定資産等の変動（内部変動） 806,861 △806,861
　　有形固定資産等の増加 1,322,925 △1,322,925
　　有形固定資産等の減少 △837,580 837,580
　　貸付金・基金等の増加 999,973 △999,973
　　貸付金・基金等の減少 △678,457 678,457
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 47,294 47,294
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 462,209 854,155 △391,947 -
本年度末純資産残高 38,026,109 51,838,615 △13,812,506 -



【様式第4号】
令和02年度

全体資金収支計算書
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 9,328,025
　　業務費用支出 2,725,990
　　　人件費支出 1,271,701
　　　物件費等支出 1,303,383
　　　支払利息支出 79,761
　　　その他の支出 71,144
　　移転費用支出 6,602,035
　　　補助金等支出 5,838,837
　　　社会保障給付支出 674,379
　　　その他の支出 88,716
　業務収入 10,378,379
　　税収等収入 5,669,315
　　国県等補助金収入 4,233,118
　　使用料及び手数料収入 243,283
　　その他の収入 232,662
　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 1,074,399
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,278,508
　　公共施設等整備費支出 1,322,925
　　基金積立金支出 580,529
　　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 944,455
　　国県等補助金収入 305,694
　　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 △1,334,053
【財務活動収支】
　財務活動支出 898,180
　　地方債等償還支出 898,180
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,106,354
　　地方債等発行収入 1,106,354
　　その他の収入 -
財務活動収支 208,174
本年度資金収支額 △51,479
前年度末資金残高 228,287
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 176,808

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 229,575
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