
【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 25,758,924   固定負債 12,020,703

    有形固定資産 24,938,811     地方債等 10,271,966

      事業用資産 8,428,087     長期未払金 -

        土地 3,075,108     退職手当引当金 763,637

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 52,704     その他 985,100

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 999,157

        建物 11,065,689     １年内償還予定地方債等 796,849

        建物減価償却累計額 -6,326,600     未払金 72,351

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 757,192     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -271,063     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 49,572

        船舶 -     預り金 51,501

        船舶減価償却累計額 -     その他 28,885

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,019,861

        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 26,835,611

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -12,051,747

        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 14,294

      インフラ資産 15,408,486

        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 25,486,087

        工作物減価償却累計額 -10,749,863

        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 1,569,719

      物品減価償却累計額 -467,481

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 47,743

      ソフトウェア 35,038

      その他 12,705

    投資その他の資産 772,370

      投資及び出資金 14,751

        有価証券 -

        出資金 14,751

        その他 -

      長期延滞債権 13,099

      長期貸付金 -

      基金 745,778

        減債基金 50,301

        その他 695,476

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,258

  流動資産 2,044,801

    現金預金 942,237

    未収金 17,193

    短期貸付金 -

    基金 1,076,687

      財政調整基金 1,076,687

      減債基金 -

    棚卸資産 9,969

    その他 7

    徴収不能引当金 -1,293

  繰延資産 - 純資産合計 14,783,864

資産合計 27,803,725 負債及び純資産合計 27,803,725

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 3,550

純行政コスト 5,583,498

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 82

  臨時利益 3,720

  臨時損失 4,798

    災害復旧事業費 4,596

    資産除売却損 120

    使用料及び手数料 511,002

    その他 275,721

純経常行政コスト 5,582,421

      社会保障給付 374,581

      その他 3,370

  経常収益 786,723

        その他 61,192

    移転費用 2,908,092

      補助金等 2,530,141

      その他の業務費用 199,972

        支払利息 137,901

        徴収不能引当金繰入額 879

        維持補修費 182,892

        減価償却費 991,512

        その他 -

        その他 45,332

      物件費等 2,431,620

        物件費 1,257,216

        職員給与費 736,085

        賞与等引当金繰入額 48,043

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,369,144

    業務費用 3,461,052

      人件費 829,460

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 14,973,654 27,322,939 -12,349,285 -

  純行政コスト（△） -5,583,498 -5,583,498 -

  財源 5,394,118 5,394,118 -

    税収等 3,774,741 3,774,741 -

    国県等補助金 1,619,377 1,619,377 -

  本年度差額 -189,380 -189,380 -

  固定資産等の変動（内部変動） -486,917 486,917

    有形固定資産等の増加 537,452 -537,452

    有形固定資産等の減少 -1,014,175 1,014,175

    貸付金・基金等の増加 200,942 -200,942

    貸付金・基金等の減少 -211,136 211,136

  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 - - - -

  その他 -410 -410 0

  本年度純資産変動額 -189,790 -487,328 297,537 -

本年度末純資産残高 14,783,864 26,835,611 -12,051,747 -

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 66,366

本年度歳計外現金増減額 -14,865

本年度末歳計外現金残高 51,501

本年度末現金預金残高 942,237

財務活動収支 -262,714

本年度資金収支額 64,917

前年度末資金残高 825,819

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 890,736

    地方債等償還支出 793,084

    その他の支出 24,630

  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 -208,079

【財務活動収支】

  財務活動支出 817,714

    その他の支出 -

  投資活動収入 435,435

    国県等補助金収入 263,130

    基金取崩収入 171,924

    貸付金元金回収収入 162

  投資活動支出 643,514

    公共施設等整備費支出 480,865

    基金積立金支出 162,487

    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 6,323

業務活動収支 535,710

【投資活動収支】

    税収等収入 3,766,994

    国県等補助金収入 1,353,475

    使用料及び手数料収入 505,477

    その他の収入 275,405

  臨時支出 4,677

    移転費用支出 2,886,675

      補助金等支出 2,508,724

      社会保障給付支出 374,581

      その他の支出 3,370

  業務収入 5,901,350

    業務費用支出 2,480,611

      人件費支出 843,707

      物件費等支出 1,456,069

      支払利息支出 137,901

      その他の支出 42,933

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 5,367,285


