
【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 68,537,179　固定負債 21,510,040
　　有形固定資産 44,115,802　　地方債等 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 2,839,148
　　　　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 2,649,639
　　　　工作物 2,237,133　　1年内償還予定地方債等 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 155,757
　　　　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 24,159,679
　　　　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 69,862,338
　　　インフラ資産 8,580,468　余剰分(不足分) △22,800,199
　　　　土地 189,366　他団体出資等分 -
　　　　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 22,539,663
　　　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 -
　　　長期延滞債権 2,187,851
　　　長期貸付金 8,702
　　　基金 18,094,578
　　　　減債基金 5,341,650
　　　　その他 12,752,928
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △16,964
　流動資産 2,684,639
　　現金預金 1,139,904
　　未収金 103,233
　　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 △5,109
　繰延資産 - 純資産合計 47,062,138

資産合計 71,221,818 負債及び純資産合計 71,221,818



【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 15,879,964
　　業務費用 9,030,336
　　　人件費 2,248,002
　　　　職員給与費 1,827,634
　　　　賞与等引当金繰入額 155,757
　　　　退職手当引当金繰入額 42,110
　　　　その他 222,500
　　　物件費等 6,298,837
　　　　物件費 3,878,916
　　　　維持補修費 848,092
　　　　減価償却費 1,571,410
　　　　その他 420
　　　その他の業務費用 483,497
　　　　支払利息 135,937
　　　　徴収不能引当金繰入額 18,523
　　　　その他 329,037
　　移転費用 6,849,628
　　　補助金等 4,977,565
　　　社会保障給付 1,841,362
　　　その他 30,702
　経常収益 1,361,038
　　使用料及び手数料 489,847
　　その他 871,191
純経常行政コスト 14,518,926
　臨時損失 3,072,246
　　災害復旧事業費 61,490
　　資産除売却損 -
　　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 17,589,964



【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 45,928,362 69,095,132 △23,166,770 -
　純行政コスト(△) △17,589,964 △17,589,964 -
　財源 18,928,495 18,928,495 -
　　税収等 10,750,679 10,750,679 -
　　国県等補助金 8,177,815 8,177,815 -
　本年度差額 1,338,531 1,338,531 -
　固定資産等の変動（内部変動） 971,960 △971,960
　　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 3,869,578 △3,869,578
　　貸付金・基金等の減少 △3,214,565 3,214,565
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △174,520 △174,520
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　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 1,133,776 767,206 366,571 -
本年度末純資産残高 47,062,138 69,862,338 △22,800,199 -



【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 14,274,083
　　業務費用支出 7,424,455
　　　人件費支出 2,234,904
　　　物件費等支出 4,982,903
　　　支払利息支出 135,937
　　　その他の支出 70,711
　　移転費用支出 6,849,628
　　　補助金等支出 4,977,565
　　　社会保障給付支出 1,841,362
　　　その他の支出 30,702
　業務収入 16,812,368
　　税収等収入 10,798,058
　　国県等補助金収入 4,638,737
　　使用料及び手数料収入 509,384
　　その他の収入 866,189
　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 2,995,177
業務活動収支 2,461,216
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,577,825
　　公共施設等整備費支出 1,815,051
　　基金積立金支出 3,632,854
　　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 3,491,125
　　国県等補助金収入 543,901
　　基金取崩収入 2,922,478
　　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 △2,086,700
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,977,938
　　地方債等償還支出 1,977,938
　　その他の支出 -
　財務活動収入 1,815,329
　　地方債等発行収入 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 211,907
前年度末資金残高 896,226
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 1,108,133

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 1,139,904


