
【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 68,424,975　固定負債 21,041,319
　　有形固定資産 44,115,802　　地方債 18,670,892
　　　事業用資産 35,376,591　　長期未払金 -
　　　　土地 14,112,967　　退職手当引当金 2,370,427
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 46,776,132　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △26,897,139　流動負債 2,626,968
　　　　工作物 2,237,133　　1年内償還予定地方債 2,113,564
　　　　工作物減価償却累計額 △999,916　　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 133,086
　　　　航空機 -　　預り金 31,772
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 348,545
　　　　その他 191,305 負債合計 23,668,287
　　　　その他減価償却累計額 △154,398【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 31,172　固定資産等形成分 69,750,133
　　　インフラ資産 8,580,468　余剰分(不足分) △22,253,359
　　　　土地 189,366
　　　　建物 20,175
　　　　建物減価償却累計額 △10,988
　　　　工作物 20,618,462
　　　　工作物減価償却累計額 △12,240,597
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 4,050
　　　物品 548,049
　　　物品減価償却累計額 △389,306
　　無形固定資産 1,881,713
　　　ソフトウェア 7,613
　　　その他 1,874,101
　　投資その他の資産 22,427,459
　　　投資及び出資金 2,265,496
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 2,261,106
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 2,079,055
　　　長期貸付金 8,702
　　　基金 18,084,284
　　　　減債基金 5,341,650
　　　　その他 12,742,634
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △10,079
　流動資産 2,740,087
　　現金預金 1,232,446
　　未収金 63,636
　　短期貸付金 6,106
　　基金 1,319,053
　　　財政調整基金 1,319,053
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 121,451
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △2,605 純資産合計 47,496,774

資産合計 71,165,061 負債及び純資産合計 71,165,061



【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 13,559,958
　　業務費用 8,463,220
　　　人件費 1,911,112
　　　　職員給与費 1,560,661
　　　　賞与等引当金繰入額 133,086
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 217,364
　　　物件費等 6,082,137
　　　　物件費 3,667,430
　　　　維持補修費 842,878
　　　　減価償却費 1,571,410
　　　　その他 420
　　　その他の業務費用 469,971
　　　　支払利息 135,937
　　　　徴収不能引当金繰入額 8,747
　　　　その他 325,287
　　移転費用 5,096,738
　　　補助金等 2,224,545
　　　社会保障給付 1,841,362
　　　他会計への繰出金 1,000,174
　　　その他 30,657
　経常収益 1,081,371
　　使用料及び手数料 488,383
　　その他 592,987
純経常行政コスト 12,478,588
　臨時損失 3,072,246
　　災害復旧事業費 61,490
　　資産除売却損 -
　　投資損失引当金繰入額 -
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 3,010,756
　臨時利益 1,208
　　資産売却益 1,208
　　その他 -
純行政コスト 15,549,626



【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 46,769,999 68,955,988 △22,185,988
　純行政コスト(△) △15,549,626 △15,549,626
　財源 16,481,155 16,481,155
　　税収等 10,207,989 10,207,989
　　国県等補助金 6,273,166 6,273,166
　本年度差額 931,529 931,529
　固定資産等の変動（内部変動） 998,900 △998,900
　　有形固定資産等の増加 3,205,181 △3,205,181
　　有形固定資産等の減少 △2,888,234 2,888,234
　　貸付金・基金等の増加 3,849,067 △3,849,067
　　貸付金・基金等の減少 △3,167,114 3,167,114
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △174,520 △174,520
　比例連結割合変更に伴う差額 - - -
　その他 △30,234 △30,234 -
　本年度純資産変動額 726,775 794,145 △67,371
本年度末純資産残高 47,496,774 69,750,133 △22,253,359



【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 12,004,427
　　業務費用支出 6,907,689
　　　人件費支出 1,938,588
　　　物件費等支出 4,766,203
　　　支払利息支出 135,937
　　　その他の支出 66,961
　　移転費用支出 5,096,738
　　　補助金等支出 2,224,545
　　　社会保障給付支出 1,841,362
　　　他会計への繰出支出 1,000,174
　　　その他の支出 30,657
　業務収入 14,096,574
　　税収等収入 10,253,161
　　国県等補助金収入 2,747,508
　　使用料及び手数料収入 507,920
　　その他の収入 587,985
　臨時支出 3,072,246
　　災害復旧事業費支出 61,490
　　その他の支出 3,010,756
　臨時収入 2,981,757
業務活動収支 2,001,658
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,577,714
　　公共施設等整備費支出 1,815,051
　　基金積立金支出 3,632,743
　　投資及び出資金支出 129,200
　　貸付金支出 720
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,481,144
　　国県等補助金収入 543,901
　　基金取崩収入 2,912,497
　　貸付金元金回収収入 24,576
　　資産売却収入 170
　　その他の収入 -
投資活動収支 △2,096,570
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,977,938
　　地方債償還支出 1,977,938
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,815,329
　　地方債発行収入 1,815,329
　　その他の収入 -
財務活動収支 △162,609
本年度資金収支額 △257,521
前年度末資金残高 1,458,195
本年度末資金残高 1,200,674

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 31,772
本年度末歳計外現金残高 31,772
本年度末現金預金残高 1,232,446


