
一般会計等 一般会計 【様式第1号】
令和02年度

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 33,806,063 　固定負債 6,510,720
　　有形固定資産 27,140,556 　　地方債 5,048,056
　　　事業用資産 7,887,485 　　長期未払金 22,225
　　　　土地 2,704,350 　　退職手当引当金 1,221,779
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 200,000
　　　　建物 14,506,385 　　その他 18,661
　　　　建物減価償却累計額 △9,591,977 　流動負債 701,281
　　　　工作物 539,947 　　1年内償還予定地方債 554,606
　　　　工作物減価償却累計額 △279,951 　　未払金 52,792
　　　　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 70,882
　　　　航空機 - 　　預り金 23,002
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 229,211 負債合計 7,212,002
　　　　その他減価償却累計額 △220,481 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 34,972,052
　　　インフラ資産 19,179,279 　余剰分(不足分) △6,463,072
　　　　土地 84,798
　　　　建物 142,258
　　　　建物減価償却累計額 △79,587
　　　　工作物 49,174,259
　　　　工作物減価償却累計額 △30,142,450
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 571,568
　　　物品減価償却累計額 △497,776
　　無形固定資産 994
　　　ソフトウェア 994
　　　その他 -
　　投資その他の資産 6,664,513
　　　投資及び出資金 414,197
　　　　有価証券 2,500
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 5,242
　　　長期貸付金 4,201,480
　　　基金 2,044,270
　　　　減債基金 578,140
　　　　その他 1,466,129
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △675
　流動資産 1,914,918
　　現金預金 364,412
　　未収金 25,873
　　短期貸付金 40,000
　　基金 1,485,051
　　　財政調整基金 1,484,011
　　　減債基金 1,040
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △419 純資産合計 28,508,979

資産合計 35,720,981 負債及び純資産合計 35,720,981



一般会計等 一般会計 【様式第2号】
令和02年度

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 9,301,180
　　業務費用 4,520,738
　　　人件費 1,285,333
　　　　職員給与費 1,044,669
　　　　賞与等引当金繰入額 70,882
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 169,782
　　　物件費等 3,189,641
　　　　物件費 1,776,223
　　　　維持補修費 91,604
　　　　減価償却費 1,321,814
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 45,763
　　　　支払利息 23,951
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,315
　　　　その他 20,497
　　移転費用 4,780,442
　　　補助金等 3,988,847
　　　社会保障給付 578,202
　　　他会計への繰出金 205,044
　　　その他 8,349
　経常収益 320,394
　　使用料及び手数料 103,268
　　その他 217,126
純経常行政コスト 8,980,786
　臨時損失 204,317
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 4,317
　　投資損失引当金繰入額 -
　　損失補償等引当金繰入額 200,000
　　その他 -
　臨時利益 11,355
　　資産売却益 11,355
　　その他 -
純行政コスト 9,173,748



一般会計等 一般会計 【様式第3号】
令和02年度

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 29,284,478 35,755,009 △6,470,531
　純行政コスト(△) △9,173,748 △9,173,748
　財源 8,398,249 8,398,249
　　税収等 5,526,933 5,526,933
　　国県等補助金 2,871,316 2,871,316
　本年度差額 △775,499 △775,499
　固定資産等の変動（内部変動） △782,957 782,957
　　有形固定資産等の増加 543,174 △543,174
　　有形固定資産等の減少 △1,326,131 1,326,131
　　貸付金・基金等の増加 - -
　　貸付金・基金等の減少 - -
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △775,499 △782,957 7,458
本年度末純資産残高 28,508,979 34,972,052 △6,463,072



一般会計等 一般会計 【様式第4号】
令和02年度

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 8,046,638
　　業務費用支出 3,212,832
　　　人件費支出 1,300,557
　　　物件費等支出 1,876,880
　　　支払利息支出 23,951
　　　その他の支出 11,444
　　移転費用支出 4,833,805
　　　補助金等支出 4,042,210
　　　社会保障給付支出 578,202
　　　他会計への繰出支出 205,044
　　　その他の支出 8,349
　業務収入 8,597,296
　　税収等収入 5,506,248
　　国県等補助金収入 2,770,654
　　使用料及び手数料収入 103,268
　　その他の収入 217,126
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 550,658
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,082,400
　　公共施設等整備費支出 543,174
　　基金積立金支出 329,226
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 210,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 705,916
　　国県等補助金収入 100,663
　　基金取崩収入 343,898
　　貸付金元金回収収入 250,000
　　資産売却収入 11,355
　　その他の収入 -
投資活動収支 △376,485
【財務活動収支】
　財務活動支出 518,858
　　地方債償還支出 518,858
　　その他の支出 -
　財務活動収入 632,686
　　地方債発行収入 632,686
　　その他の収入 -
財務活動収支 113,828
本年度資金収支額 288,001
前年度末資金残高 53,409
本年度末資金残高 341,410

前年度末歳計外現金残高 16,644
本年度歳計外現金増減額 6,358
本年度末歳計外現金残高 23,002
本年度末現金預金残高 364,412



【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 53,093,831　固定負債 18,751,442
　　有形固定資産 48,566,677　　地方債等 8,827,991
　　　事業用資産 9,170,022　　長期未払金 22,225
　　　　土地 2,704,350　　退職手当引当金 1,221,779
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 200,000
　　　　建物 15,895,082　　その他 8,479,447
　　　　建物減価償却累計額 △10,368,628　流動負債 1,554,772
　　　　工作物 7,903,258　　1年内償還予定地方債等 1,335,845
　　　　工作物減価償却累計額 △6,972,770　　未払金 117,569
　　　　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 78,343
　　　　航空機 -　　預り金 23,015
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 229,211 負債合計 20,306,214
　　　　その他減価償却累計額 △220,481【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 59,816,461
　　　インフラ資産 38,542,812　余剰分(不足分) △21,791,465
　　　　土地 380,121　他団体出資等分 -
　　　　建物 1,349,332
　　　　建物減価償却累計額 △753,155
　　　　工作物 82,577,596
　　　　工作物減価償却累計額 △45,119,561
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 108,480
　　　物品 4,759,872
　　　物品減価償却累計額 △3,906,029
　　無形固定資産 269,123
　　　ソフトウェア 4,826
　　　その他 264,298
　　投資その他の資産 4,258,030
　　　投資及び出資金 813,948
　　　　有価証券 402,251
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 8,834
　　　長期貸付金 1,390,000
　　　基金 2,046,670
　　　　減債基金 578,140
　　　　その他 1,468,529
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △1,421
　流動資産 5,237,379
　　現金預金 3,342,240
　　未収金 205,630
　　短期貸付金 20,000
　　基金 1,665,611
　　　財政調整基金 1,664,571
　　　減債基金 1,040
　　棚卸資産 3,484
　　その他 1,047
　　徴収不能引当金 △631
　繰延資産 - 純資産合計 38,024,996

資産合計 58,331,210 負債及び純資産合計 58,331,210



【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 11,656,873
　　業務費用 5,985,998
　　　人件費 1,365,448
　　　　職員給与費 1,115,670
　　　　賞与等引当金繰入額 78,343
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 171,435
　　　物件費等 4,309,095
　　　　物件費 2,030,190
　　　　維持補修費 134,337
　　　　減価償却費 2,144,569
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 311,454
　　　　支払利息 147,272
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,906
　　　　その他 162,277
　　移転費用 5,670,875
　　　補助金等 5,071,610
　　　社会保障給付 578,202
　　　その他 21,064
　経常収益 1,419,129
　　使用料及び手数料 1,073,186
　　その他 345,943
純経常行政コスト 10,237,744
　臨時損失 204,317
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 4,317
　　損失補償等引当金繰入額 200,000
　　その他 -
　臨時利益 16,253
　　資産売却益 11,355
　　その他 4,898
純行政コスト 10,425,808



【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 38,208,377 60,932,185 △22,723,809 -
　純行政コスト(△) △10,425,808 △10,425,808 -
　財源 10,242,428 10,242,428 -
　　税収等 6,331,839 6,331,839 -
　　国県等補助金 3,910,588 3,910,588 -
　本年度差額 △183,381 △183,381 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,115,725 1,115,725
　　有形固定資産等の増加 1,004,603 △1,004,603
　　有形固定資産等の減少 △2,220,472 2,220,472
　　貸付金・基金等の増加 100,144 △100,144
　　貸付金・基金等の減少 - -
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　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 △183,381 △1,115,725 932,344 -
本年度末純資産残高 38,024,996 59,816,461 △21,791,465 -



【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 10,401,775
　　業務費用支出 4,677,537
　　　人件費支出 1,380,635
　　　物件費等支出 2,996,334
　　　支払利息支出 147,272
　　　その他の支出 153,296
　　移転費用支出 5,724,238
　　　補助金等支出 5,124,973
　　　社会保障給付支出 578,202
　　　その他の支出 21,064
　業務収入 12,082,678
　　税収等収入 6,309,049
　　国県等補助金収入 3,809,925
　　使用料及び手数料収入 1,073,186
　　その他の収入 890,518
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,680,903
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,542,327
　　公共施設等整備費支出 543,174
　　基金積立金支出 405,140
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 210,000
　　その他の支出 384,012
　投資活動収入 755,908
　　国県等補助金収入 126,505
　　基金取崩収入 376,898
　　貸付金元金回収収入 230,000
　　資産売却収入 11,355
　　その他の収入 11,151
投資活動収支 △786,418
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,406,979
　　地方債等償還支出 1,406,979
　　その他の支出 -
　財務活動収入 836,186
　　地方債等発行収入 836,186
　　その他の収入 -
財務活動収支 △570,793
本年度資金収支額 323,692
前年度末資金残高 2,995,546
本年度末資金残高 3,319,238

前年度末歳計外現金残高 16,644
本年度歳計外現金増減額 6,358
本年度末歳計外現金残高 23,002
本年度末現金預金残高 3,342,240



【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 53,281,528　固定負債 19,693,720
　　有形固定資産 49,789,439　　地方債等 9,528,366
　　　事業用資産 9,872,114　　長期未払金 22,225
　　　　土地 2,723,800　　退職手当引当金 1,400,675
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 200,000
　　　　建物 17,892,988　　その他 8,542,454
　　　　建物減価償却累計額 △12,171,661　流動負債 1,729,929
　　　　工作物 8,122,634　　1年内償還予定地方債等 1,360,407
　　　　工作物減価償却累計額 △7,147,823　　未払金 247,008
　　　　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 346
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 90,734
　　　　航空機 -　　預り金 25,890
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 5,543
　　　　その他 333,536 負債合計 21,423,649
　　　　その他減価償却累計額 △267,413【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 386,053　固定資産等形成分 60,808,972
　　　インフラ資産 38,542,812　余剰分(不足分) △22,586,099
　　　　土地 380,121　他団体出資等分 1,500
　　　　建物 1,349,332
　　　　建物減価償却累計額 △753,155
　　　　工作物 82,577,596
　　　　工作物減価償却累計額 △45,119,561
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 108,480
　　　物品 5,990,312
　　　物品減価償却累計額 △4,615,799
　　無形固定資産 359,700
　　　ソフトウェア 5,068
　　　その他 354,632
　　投資その他の資産 3,132,389
　　　投資及び出資金 581,837
　　　　有価証券 438,604
　　　　出資金 142,989
　　　　その他 244
　　　長期延滞債権 10,635
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,378,485
　　　　減債基金 578,140
　　　　その他 1,800,345
　　　その他 163,702
　　　徴収不能引当金 △2,270
　流動資産 6,161,998
　　現金預金 4,122,280
　　未収金 252,066
　　短期貸付金 -
　　基金 1,761,937
　　　財政調整基金 1,760,897
　　　減債基金 1,040
　　棚卸資産 19,907
　　その他 6,928
　　徴収不能引当金 △1,120
　繰延資産 204,495 純資産合計 38,224,373

資産合計 59,648,021 負債及び純資産合計 59,648,021



【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 15,578,434
　　業務費用 7,678,324
　　　人件費 1,856,182
　　　　職員給与費 1,489,733
　　　　賞与等引当金繰入額 90,734
　　　　退職手当引当金繰入額 98,132
　　　　その他 177,582
　　　物件費等 5,376,885
　　　　物件費 2,855,762
　　　　維持補修費 183,996
　　　　減価償却費 2,271,892
　　　　その他 65,236
　　　その他の業務費用 445,257
　　　　支払利息 156,704
　　　　徴収不能引当金繰入額 3,239
　　　　その他 285,314
　　移転費用 7,900,110
　　　補助金等 5,252,973
　　　社会保障給付 2,573,876
　　　その他 73,260
　経常収益 2,419,834
　　使用料及び手数料 1,100,428
　　その他 1,319,407
純経常行政コスト 13,158,600
　臨時損失 204,568
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 4,317
　　損失補償等引当金繰入額 200,000
　　その他 251
　臨時利益 16,253
　　資産売却益 11,355
　　その他 4,898
純行政コスト 13,346,914



【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 38,048,193 61,609,112 △23,562,418 1,500
　純行政コスト(△) △13,346,914 △13,346,914 -
　財源 13,522,764 13,522,764 -
　　税収等 7,855,967 7,855,967 -
　　国県等補助金 5,666,798 5,666,798 -
　本年度差額 175,850 175,850 -
　固定資産等の変動（内部変動） △794,909 794,909
　　有形固定資産等の増加 1,349,323 △1,349,323
　　有形固定資産等の減少 △2,257,720 2,257,720
　　貸付金・基金等の増加 139,217 △139,217
　　貸付金・基金等の減少 △25,729 25,729
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　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 329 △5,237 5,567 -
　その他 - 7 △7
　本年度純資産変動額 176,179 △800,140 976,319 -
本年度末純資産残高 38,224,373 60,808,972 △22,586,099 1,500



【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
　　業務費用支出
　　　人件費支出
　　　物件費等支出
　　　支払利息支出
　　　その他の支出
　　移転費用支出
　　　補助金等支出
　　　社会保障給付支出
　　　その他の支出
　業務収入
　　税収等収入
　　国県等補助金収入
　　使用料及び手数料収入
　　その他の収入
　臨時支出
　　災害復旧事業費支出
　　その他の支出
　臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】
　投資活動支出
　　公共施設等整備費支出
　　基金積立金支出
　　投資及び出資金支出
　　貸付金支出
　　その他の支出
　投資活動収入
　　国県等補助金収入
　　基金取崩収入
　　貸付金元金回収収入
　　資産売却収入
　　その他の収入
投資活動収支
【財務活動収支】
　財務活動支出
　　地方債等償還支出
　　その他の支出
　財務活動収入
　　地方債等発行収入
　　その他の収入
財務活動収支
本年度資金収支額
前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高


