
【様式第1号】

（単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 12,871,932   固定負債 5,064,865

    有形固定資産 10,441,541     地方債等 4,878,256

      事業用資産 6,348,468     長期未払金 -

        土地 1,089,731     退職手当引当金 152,338

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 7,488     その他 34,271

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 898,643

        建物 18,951,027     １年内償還予定地方債等 703,306

        建物減価償却累計額 -13,897,458     未払金 75,239

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,620

        工作物 334,915     前受金 661

        工作物減価償却累計額 -137,235     前受収益 1

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 66,525

        船舶 -     預り金 41,626

        船舶減価償却累計額 -     その他 6,665

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,963,509

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 14,042,287

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,371,492

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 56

        その他減価償却累計額 -56

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 3,864,751

        土地 922,781

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 12,151,115

        工作物減価償却累計額 -9,368,303

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 159,159

      物品 1,505,133

      物品減価償却累計額 -1,276,811

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 13,565

      ソフトウェア 12,377

      その他 1,187

    投資その他の資産 2,416,826

      投資及び出資金 59,070

        有価証券 30,314

        出資金 28,756

        その他 -

      長期延滞債権 86,610

      長期貸付金 -

      基金 2,149,165

        減債基金 -

        その他 2,149,165

      その他 123,678

      徴収不能引当金 -1,698

  流動資産 1,762,373

    現金預金 535,619

    未収金 20,190

    短期貸付金 -

    基金 1,170,356

      財政調整基金 1,124,916

      減債基金 45,440

    棚卸資産 26,569

    その他 9,898

    徴収不能引当金 -260

  繰延資産 - 純資産合計 8,670,796

資産合計 14,634,305 負債及び純資産合計 14,634,305

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 9,800

    その他 4,422

純行政コスト 8,642,639

    損失補償等引当金繰入額 84,972

    その他 11,903

  臨時利益 14,223

  臨時損失 102,183

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5,308

    使用料及び手数料 106,048

    その他 832,466

純経常行政コスト 8,554,679

      社会保障給付 2,303,629

      その他 206,234

  経常収益 938,514

        その他 145,027

    移転費用 5,392,826

      補助金等 2,882,963

      その他の業務費用 167,821

        支払利息 22,250

        徴収不能引当金繰入額 544

        維持補修費 318,083

        減価償却費 590,369

        その他 2,469

        その他 116,668

      物件費等 2,640,094

        物件費 1,729,172

        職員給与費 1,086,722

        賞与等引当金繰入額 66,525

        退職手当引当金繰入額 22,538

  経常費用 9,493,194

    業務費用 4,100,367

      人件費 1,292,453

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 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 8,581,700 13,842,445 -5,260,745 -

  純行政コスト（△） -8,642,639 -8,642,639 -

  財源 8,673,594 8,673,594 -

    税収等 5,700,764 5,700,764 -

    国県等補助金 2,972,830 2,972,830 -

  本年度差額 30,955 30,955 -

  固定資産等の変動（内部変動） 174,878 -174,878

    有形固定資産等の増加 629,137 -629,137

    有形固定資産等の減少 -595,981 595,981

    貸付金・基金等の増加 262,225 -262,225

    貸付金・基金等の減少 -120,502 120,502

  資産評価差額 88 88

  無償所管換等 3,034 3,034

  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 9,155 23,453 -14,299 -

  その他 45,865 -1,611 47,475

  本年度純資産変動額 89,096 199,843 -110,747 -

本年度末純資産残高 8,670,796 14,042,287 -5,371,492 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 42,341

本年度歳計外現金増減額 -1,332

本年度末歳計外現金残高 41,009

本年度末現金預金残高 535,619

財務活動収支 -89,175

本年度資金収支額 -195,126

前年度末資金残高 695,674

比例連結割合変更に伴う差額 -5,938

本年度末資金残高 494,610

    地方債等償還支出 702,453

    その他の支出 38,987

  財務活動収入 652,265

    地方債等発行収入 652,265

    その他の収入 -

    資産売却収入 9,938

    その他の収入 -

投資活動収支 -614,734

【財務活動収支】

  財務活動支出 741,440

    その他の支出 -

  投資活動収入 329,316

    国県等補助金収入 185,133

    基金取崩収入 113,245

    貸付金元金回収収入 21,000

  投資活動支出 944,049

    公共施設等整備費支出 631,992

    基金積立金支出 291,057

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,000

    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 508,783

【投資活動収支】

    税収等収入 5,703,320

    国県等補助金収入 2,787,697

    使用料及び手数料収入 106,048

    その他の収入 795,019

  臨時支出 -

    移転費用支出 5,392,826

      補助金等支出 2,882,963

      社会保障給付支出 2,303,629

      その他の支出 206,234

  業務収入 9,392,084

    業務費用支出 3,490,475

      人件費支出 1,277,151

      物件費等支出 2,047,695

      支払利息支出 22,250

      その他の支出 143,380

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,883,302


