
【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 26,666,384   固定負債 12,108,298

    有形固定資産 25,690,132     地方債等 10,314,955

      事業用資産 9,051,982     長期未払金 -

        土地 3,109,148     退職手当引当金 805,552

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 350,039     その他 987,790

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,007,940

        建物 11,836,902     １年内償還予定地方債等 801,506

        建物減価償却累計額 -6,806,596     未払金 72,351

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 772,678     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -285,726     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 52,715

        船舶 -     預り金 51,559

        船舶減価償却累計額 -     その他 29,810

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,116,238

        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 27,832,273

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,110,044

        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 211,907

        その他減価償却累計額 -151,144

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 14,774

      インフラ資産 15,427,434

        土地 416,668

        土地減損損失累計額 -

        建物 157,975

        建物減価償却累計額 -30,535

        建物減損損失累計額 -

        工作物 25,549,099

        工作物減価償却累計額 -10,793,928

        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 128,154

      物品 2,244,438

      物品減価償却累計額 -1,033,722

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 94,982

      ソフトウェア 38,504

      その他 56,477

    投資その他の資産 881,270

      投資及び出資金 14,858

        有価証券 -

        出資金 14,858

        その他 -

      長期延滞債権 13,263

      長期貸付金 -

      基金 854,408

        減債基金 50,301

        その他 804,107

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,258

  流動資産 2,172,083

    現金預金 979,879

    未収金 17,298

    短期貸付金 -

    基金 1,165,889

      財政調整基金 1,165,889

      減債基金 -

    棚卸資産 10,304

    その他 7

    徴収不能引当金 -1,294

  繰延資産 - 純資産合計 15,722,229

資産合計 28,838,467 負債及び純資産合計 28,838,467

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 170

    その他 705

純行政コスト 6,581,405

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 82

  臨時利益 875

  臨時損失 5,109

    災害復旧事業費 4,596

    資産除売却損 432

    使用料及び手数料 523,299

    その他 377,771

純経常行政コスト 6,577,171

      社会保障給付 375,178

      その他 5,487

  経常収益 901,070

        その他 61,451

    移転費用 3,841,855

      補助金等 3,461,189

      その他の業務費用 200,411

        支払利息 138,081

        徴収不能引当金繰入額 880

        維持補修費 185,902

        減価償却費 1,023,504

        その他 1

        その他 49,525

      物件費等 2,560,702

        物件費 1,351,296

        職員給与費 774,359

        賞与等引当金繰入額 50,858

        退職手当引当金繰入額 531

  経常費用 7,478,241

    業務費用 3,636,385

      人件費 875,272

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 15,922,498 28,312,156 -12,389,657 -

  純行政コスト（△） -6,581,405 -6,581,405 -

  財源 6,349,187 6,349,187 -

    税収等 4,216,982 4,216,982 -

    国県等補助金 2,132,205 2,132,205 -

  本年度差額 -232,218 -232,218 -

  固定資産等の変動（内部変動） -515,231 515,231

    有形固定資産等の増加 546,787 -546,787

    有形固定資産等の減少 -1,056,548 1,056,548

    貸付金・基金等の増加 210,910 -210,910

    貸付金・基金等の減少 -216,381 216,381

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 107 107

  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 36,994 36,419 575 -

  その他 -5,152 -1,177 -3,974

  本年度純資産変動額 -200,269 -479,883 279,614 -

本年度末純資産残高 15,722,229 27,832,273 -12,110,044 -

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 66,429

本年度歳計外現金増減額 -14,870

本年度末歳計外現金残高 51,559

本年度末現金預金残高 979,879

財務活動収支 -267,588

本年度資金収支額 43,686

前年度末資金残高 877,978

比例連結割合変更に伴う差額 6,656

本年度末資金残高 928,320

    地方債等償還支出 797,033

    その他の支出 25,555

  財務活動収入 555,000

    地方債等発行収入 555,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 220

    その他の収入 -

投資活動収支 -214,324

【財務活動収支】

  財務活動支出 822,588

    その他の支出 -

  投資活動収入 448,072

    国県等補助金収入 263,225

    基金取崩収入 184,465

    貸付金元金回収収入 162

  投資活動支出 662,396

    公共施設等整備費支出 485,120

    基金積立金支出 177,114

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 162

    災害復旧事業費支出 4,596

    その他の支出 82

  臨時収入 3,477

業務活動収支 525,599

【投資活動収支】

    税収等収入 4,209,752

    国県等補助金収入 1,866,208

    使用料及び手数料収入 517,775

    その他の収入 377,415

  臨時支出 4,677

    移転費用支出 3,820,531

      補助金等支出 3,439,865

      社会保障給付支出 375,178

      その他の支出 5,487

  業務収入 6,971,151

    業務費用支出 2,623,821

      人件費支出 889,024

      物件費等支出 1,553,539

      支払利息支出 138,081

      その他の支出 43,178

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 6,444,351


