
【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 28,190,000   固定負債 10,390,935

    有形固定資産 23,841,043     地方債等 7,474,058

      事業用資産 17,820,660     長期未払金 7,350

        土地 8,992,503     退職手当引当金 2,015,080

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 894,447

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,060,731

        建物 18,517,823     １年内償還予定地方債等 801,288

        建物減価償却累計額 -10,719,828     未払金 34,709

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,028,094     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,006,329     前受収益 245

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 146,960

        船舶 -     預り金 65,047

        船舶減価償却累計額 -     その他 12,483

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 11,451,666

        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 28,994,218

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,837,831

        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 19,142

        その他減価償却累計額 -10,746

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 5,521,820

        土地 1,551,434

        土地減損損失累計額 -

        建物 555,340

        建物減価償却累計額 -384,116

        建物減損損失累計額 -

        工作物 10,725,032

        工作物減価償却累計額 -7,024,502

        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 98,632

      物品 3,279,821

      物品減価償却累計額 -2,781,259

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,012,214

      ソフトウェア 1,083

      その他 1,011,131

    投資その他の資産 3,336,744

      投資及び出資金 1,552,815

        有価証券 5,550

        出資金 1,547,265

        その他 -

      長期延滞債権 359,234

      長期貸付金 10,185

      基金 1,246,270

        減債基金 -

        その他 1,246,270

      その他 193,185

      徴収不能引当金 -24,946

  流動資産 2,418,052

    現金預金 1,495,906

    未収金 115,344

    短期貸付金 437

    基金 803,781

      財政調整基金 803,589

      減債基金 192

    棚卸資産 2,101

    その他 2,730

    徴収不能引当金 -2,246

  繰延資産 - 純資産合計 19,156,386

資産合計 30,608,052 負債及び純資産合計 30,608,052

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 52,929

    その他 6,397

純行政コスト 12,247,910

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,847

  臨時利益 59,327

  臨時損失 73,522

    災害復旧事業費 49,529

    資産除売却損 22,146

    使用料及び手数料 712,072

    その他 378,015

純経常行政コスト 12,233,715

      社会保障給付 732,385

      その他 58,574

  経常収益 1,090,087

        その他 70,859

    移転費用 8,025,641

      補助金等 7,234,682

      その他の業務費用 133,558

        支払利息 66,947

        徴収不能引当金繰入額 -4,248

        維持補修費 209,242

        減価償却費 887,751

        その他 34

        その他 105,560

      物件費等 3,064,816

        物件費 1,967,788

        職員給与費 1,879,765

        賞与等引当金繰入額 145,981

        退職手当引当金繰入額 -31,520

  経常費用 13,323,802

    業務費用 5,298,161

      人件費 2,099,787

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 17,665,234 28,201,261 -10,536,027 -

  純行政コスト（△） -12,247,910 -12,247,910 -

  財源 12,276,001 12,276,001 -

    税収等 7,615,166 7,615,166 -

    国県等補助金 4,660,835 4,660,835 -

  本年度差額 28,090 28,090 -

  固定資産等の変動（内部変動） -372,907 372,907

    有形固定資産等の増加 405,157 -405,157

    有形固定資産等の減少 -824,262 824,262

    貸付金・基金等の増加 531,777 -531,777

    貸付金・基金等の減少 -485,579 485,579

  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 433,507 195,415 238,092 -

  その他 1,029,555 970,449 59,106

  本年度純資産変動額 1,491,153 792,957 698,196 -

本年度末純資産残高 19,156,386 28,994,218 -9,837,831 -

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 68,079

本年度歳計外現金増減額 -3,033

本年度末歳計外現金残高 65,047

本年度末現金預金残高 1,495,906

財務活動収支 -365,123

本年度資金収支額 57,828

前年度末資金残高 1,372,736

比例連結割合変更に伴う差額 295

本年度末資金残高 1,430,859

    地方債等償還支出 830,471

    その他の支出 1,407

  財務活動収入 466,754

    地方債等発行収入 462,699

    その他の収入 4,055

    資産売却収入 52,311

    その他の収入 6,914

投資活動収支 -305,824

【財務活動収支】

  財務活動支出 831,878

    その他の支出 -

  投資活動収入 630,054

    国県等補助金収入 118,400

    基金取崩収入 443,629

    貸付金元金回収収入 8,800

  投資活動支出 935,878

    公共施設等整備費支出 370,750

    基金積立金支出 542,502

    投資及び出資金支出 10,622

    貸付金支出 12,004

    災害復旧事業費支出 49,529

    その他の支出 1,847

  臨時収入 10,756

業務活動収支 728,775

【投資活動収支】

    税収等収入 7,588,102

    国県等補助金収入 4,555,292

    使用料及び手数料収入 722,710

    その他の収入 379,618

  臨時支出 51,376

    移転費用支出 8,025,630

      補助金等支出 7,234,682

      社会保障給付支出 732,385

      その他の支出 58,563

  業務収入 13,245,721

    業務費用支出 4,450,696

      人件費支出 2,134,146

      物件費等支出 2,179,030

      支払利息支出 66,947

      その他の支出 70,574

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 12,476,326


