
【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 77,084,737　固定負債 27,858,608
　　有形固定資産 50,871,322　　地方債等 19,947,897
　　　事業用資産 36,335,854　　長期未払金 -
　　　　土地 14,224,428　　退職手当引当金 4,484,288
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 47,932,006　　その他 3,426,423
　　　　建物減価償却累計額 △27,661,887　流動負債 2,985,017
　　　　工作物 5,361,154　　1年内償還予定地方債等 2,226,313
　　　　工作物減価償却累計額 △3,668,443　　未払金 177,041
　　　　船舶 -　　未払費用 3,071
　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 3,449
　　　　浮標等 -　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 181,220
　　　　航空機 -　　預り金 35,382
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 358,539
　　　　その他 191,305 負債合計 30,843,625
　　　　その他減価償却累計額 △154,398【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 32,355　固定資産等形成分 78,416,534
　　　インフラ資産 14,056,349　余剰分(不足分) △27,836,914
　　　　土地 815,203　他団体出資等分 -
　　　　建物 267,002
　　　　建物減価償却累計額 △130,786
　　　　工作物 28,709,785
　　　　工作物減価償却累計額 △15,912,751
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 307,895
　　　物品 2,135,472
　　　物品減価償却累計額 △1,656,352
　　無形固定資産 3,818,586
　　　ソフトウェア 29,941
　　　その他 3,788,645
　　投資その他の資産 22,394,828
　　　投資及び出資金 9,996
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 5,606
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 2,195,730
　　　長期貸付金 8,702
　　　基金 20,201,128
　　　　減債基金 5,341,650
　　　　その他 14,859,478
　　　その他 584
　　　徴収不能引当金 △21,312
　流動資産 4,338,508
　　現金預金 2,035,345
　　未収金 242,769
　　短期貸付金 6,106
　　基金 1,845,304
　　　財政調整基金 1,845,304
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 129,904
　　その他 121,719
　　徴収不能引当金 △42,638
　繰延資産 - 純資産合計 50,579,620

資産合計 81,423,245 負債及び純資産合計 81,423,245



【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 21,588,438
　　業務費用 10,516,549
　　　人件費 2,680,009
　　　　職員給与費 2,178,906
　　　　賞与等引当金繰入額 183,295
　　　　退職手当引当金繰入額 43,335
　　　　その他 274,473
　　　物件費等 7,294,740
　　　　物件費 4,418,673
　　　　維持補修費 962,295
　　　　減価償却費 1,902,596
　　　　その他 11,175
　　　その他の業務費用 541,800
　　　　支払利息 150,901
　　　　徴収不能引当金繰入額 21,278
　　　　その他 369,621
　　移転費用 11,071,889
　　　補助金等 9,193,084
　　　社会保障給付 1,841,362
　　　その他 37,443
　経常収益 1,930,405
　　使用料及び手数料 950,164
　　その他 980,241
純経常行政コスト 19,658,033
　臨時損失 3,082,497
　　災害復旧事業費 61,490
　　資産除売却損 9,074
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 3,011,932
　臨時利益 1,515
　　資産売却益 1,298
　　その他 217
純行政コスト 22,739,015



【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 49,249,532 73,026,328 △23,776,796 -
　純行政コスト(△) △22,738,959 △22,738,959 -
　財源 24,258,360 24,258,360 -
　　税収等 14,639,037 14,639,037 -
　　国県等補助金 9,619,323 9,619,323 -
　本年度差額 1,519,402 1,519,402 -
　固定資産等の変動（内部変動） 702,329 △702,329
　　有形固定資産等の増加 3,242,410 △3,242,410
　　有形固定資産等の減少 △3,221,289 3,221,289
　　貸付金・基金等の増加 3,970,657 △3,970,657
　　貸付金・基金等の減少 △3,289,449 3,289,449
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △174,714 △174,714
　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 △19,663 - - -
　その他 5,063 4,872,683 △4,867,620
　本年度純資産変動額 1,330,088 5,390,206 △4,060,118 -
本年度末純資産残高 50,579,620 78,416,534 △27,836,914 -



【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 19,662,700
　　業務費用支出 8,589,627
　　　人件費支出 2,651,925
　　　物件費等支出 5,666,106
　　　支払利息支出 150,901
　　　その他の支出 120,694
　　移転費用支出 11,073,073
　　　補助金等支出 9,191,910
　　　社会保障給付支出 1,841,362
　　　その他の支出 39,801
　業務収入 22,555,585
　　税収等収入 14,534,019
　　国県等補助金収入 6,071,418
　　使用料及び手数料収入 976,162
　　その他の収入 973,987
　臨時支出 3,078,116
　　災害復旧事業費支出 61,490
　　その他の支出 3,016,625
　臨時収入 2,995,394
業務活動収支 2,810,163
【投資活動収支】
　投資活動支出 6,113,198
　　公共施設等整備費支出 2,375,956
　　基金積立金支出 3,736,522
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 720
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,702,254
　　国県等補助金収入 656,567
　　基金取崩収入 2,984,908
　　貸付金元金回収収入 24,576
　　資産売却収入 260
　　その他の収入 35,942
投資活動収支 △2,410,944
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,083,056
　　地方債等償還支出 2,081,464
　　その他の支出 1,592
　財務活動収入 2,088,230
　　地方債等発行収入 2,072,540
　　その他の収入 15,690
財務活動収支 5,174
本年度資金収支額 404,393
前年度末資金残高 1,603,335
比例連結割合変更に伴う差額 △5,244
本年度末資金残高 2,002,484

前年度末歳計外現金残高 23,700
本年度歳計外現金増減額 9,161
本年度末歳計外現金残高 32,861
本年度末現金預金残高 2,035,345


