
【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 22,316,118   固定負債 8,685,530

    有形固定資産 19,331,504     地方債等 6,694,131

      事業用資産 16,313,278     長期未払金 -

        土地 8,334,555     退職手当引当金 1,991,399

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 886,156

        建物 17,051,505     １年内償還予定地方債等 682,179

        建物減価償却累計額 -9,768,567     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,500,478     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,804,693     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 139,120

        船舶 -     預り金 64,857

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,571,686

        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 23,111,479

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,054,251

        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 -

        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 -

      インフラ資産 2,964,432

        土地 1,332,644

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,184

        建物減価償却累計額 -104

        建物減損損失累計額 -

        工作物 5,221,356

        工作物減価償却累計額 -3,594,648

        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 -

      物品 527,224

      物品減価償却累計額 -473,431

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,019

      ソフトウェア 821

      その他 198

    投資その他の資産 2,983,596

      投資及び出資金 1,470,630

        有価証券 5,550

        出資金 1,465,080

        その他 -

      長期延滞債権 359,018

      長期貸付金 -

      基金 1,178,894

        減債基金 -

        その他 1,178,894

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,946

  流動資産 1,312,797

    現金預金 439,993

    未収金 79,653

    短期貸付金 -

    基金 795,361

      財政調整基金 795,169

      減債基金 192

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,210

  繰延資産 - 純資産合計 14,057,228

資産合計 23,628,915 負債及び純資産合計 23,628,915

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 52,302

    その他 -

純行政コスト 9,907,902

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 52,302

  臨時損失 71,324

    災害復旧事業費 49,529

    資産除売却損 21,794

    使用料及び手数料 69,890

    その他 349,780

純経常行政コスト 9,888,881

      社会保障給付 732,385

      その他 58,430

  経常収益 419,670

        その他 30,876

    移転費用 5,901,510

      補助金等 5,110,695

      その他の業務費用 76,714

        支払利息 50,086

        徴収不能引当金繰入額 -4,248

        維持補修費 188,619

        減価償却費 665,571

        その他 -

        その他 94,905

      物件費等 2,316,942

        物件費 1,462,752

        職員給与費 1,812,263

        賞与等引当金繰入額 139,120

        退職手当引当金繰入額 -32,903

  経常費用 10,308,551

    業務費用 4,407,041

      人件費 2,013,385

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 14,079,456 23,451,873 -9,372,417 -

  純行政コスト（△） -9,907,902 -9,907,902 -

  財源 9,885,675 9,885,675 -

    税収等 6,172,227 6,172,227 -

    国県等補助金 3,713,448 3,713,448 -

  本年度差額 -22,227 -22,227 -

  固定資産等の変動（内部変動） -340,394 340,394

    有形固定資産等の増加 289,820 -289,820

    有形固定資産等の減少 -665,580 665,580

    貸付金・基金等の増加 507,789 -507,789

    貸付金・基金等の減少 -472,422 472,422

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -22,227 -340,394 318,167 -

本年度末純資産残高 14,057,228 23,111,479 -9,054,251 -

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 67,961

本年度歳計外現金増減額 -3,104

本年度末歳計外現金残高 64,857

本年度末現金預金残高 439,993

財務活動収支 -276,528

本年度資金収支額 13,987

前年度末資金残高 361,149

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 375,136

    地方債等償還支出 722,659

    その他の支出 -

  財務活動収入 446,131

    地方債等発行収入 446,131

    その他の収入 -

    資産売却収入 52,311

    その他の収入 -

投資活動収支 -204,946

【財務活動収支】

  財務活動支出 722,659

    その他の支出 -

  投資活動収入 592,663

    国県等補助金収入 97,735

    基金取崩収入 434,617

    貸付金元金回収収入 8,000

  投資活動支出 797,609

    公共施設等整備費支出 255,144

    基金積立金支出 529,745

    投資及び出資金支出 4,720

    貸付金支出 8,000

    災害復旧事業費支出 49,529

    その他の支出 -

  臨時収入 4,383

業務活動収支 495,461

【投資活動収支】

    税収等収入 6,192,798

    国県等補助金収入 3,611,330

    使用料及び手数料収入 69,887

    その他の収入 350,140

  臨時支出 49,529

    移転費用支出 5,901,510

      補助金等支出 5,110,695

      社会保障給付支出 732,385

      その他の支出 58,430

  業務収入 10,224,156

    業務費用支出 3,782,039

      人件費支出 2,049,706

      物件費等支出 1,651,371

      支払利息支出 50,086

      その他の支出 30,876

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 9,683,549


