
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 29,782,723   固定負債 14,278,083

    有形固定資産 28,741,361     地方債等 10,018,841

      事業用資産 16,088,945     長期未払金 -

        土地 6,819,322     退職手当引当金 2,414,438

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 437     その他 1,844,804

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,378,973

        建物 22,016,768     １年内償還予定地方債等 858,148

        建物減価償却累計額 -12,864,061     未払金 172,867

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 129,346     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -21,521     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 134,421

        船舶 0     預り金 207,103

        船舶減価償却累計額 -     その他 6,433

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 15,657,056

        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 30,975,297

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -13,863,236

        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 8,652

      インフラ資産 11,880,895

        土地 2,084,278

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,279,917

        建物減価償却累計額 -583,084

        建物減損損失累計額 -

        工作物 21,659,112

        工作物減価償却累計額 -13,098,608

        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 539,279

      物品 3,096,536

      物品減価償却累計額 -2,325,015

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 55,935

      ソフトウェア -

      その他 55,935

    投資その他の資産 985,426

      投資及び出資金 31,217

        有価証券 -

        出資金 31,217

        その他 -

      長期延滞債権 232,308

      長期貸付金 2,500

      基金 738,730

        減債基金 -

        その他 738,730

      その他 -

      徴収不能引当金 -19,329

  流動資産 2,986,394

    現金預金 1,619,845

    未収金 161,414

    短期貸付金 394

    基金 1,192,180

      財政調整基金 1,177,193

      減債基金 14,987

    棚卸資産 22,007

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,446

  繰延資産 - 純資産合計 17,112,061

資産合計 32,769,117 負債及び純資産合計 32,769,117

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 52,503

    その他 1,639

純行政コスト 13,581,005

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 54,142

  臨時損失 814

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 814

    使用料及び手数料 1,016,411

    その他 335,230

純経常行政コスト 13,634,333

      社会保障給付 1,480,223

      その他 3,868

  経常収益 1,351,641

        その他 115,790

    移転費用 8,059,235

      補助金等 6,352,048

      その他の業務費用 191,629

        支払利息 60,678

        徴収不能引当金繰入額 15,162

        維持補修費 152,525

        減価償却費 1,496,262

        その他 -

        その他 132,807

      物件費等 4,958,710

        物件費 3,309,922

        職員給与費 1,510,392

        賞与等引当金繰入額 133,201

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 14,985,974

    業務費用 6,926,739

      人件費 1,776,400

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】

会計：全体会計 （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 15,675,977 29,098,823 -13,422,846 -

  純行政コスト（△） -13,581,005 -13,581,005 -

  財源 13,956,935 13,956,935 -

    税収等 8,364,367 8,364,367 -

    国県等補助金 5,592,568 5,592,568 -

  本年度差額 375,931 375,931 -

  固定資産等の変動（内部変動） 816,322 -816,322

    有形固定資産等の増加 2,339,470 -2,339,470

    有形固定資産等の減少 -1,497,231 1,497,231

    貸付金・基金等の増加 168,636 -168,636

    貸付金・基金等の減少 -194,554 194,554

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 1,060,153 1,060,153

  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 1,436,084 1,876,474 -440,391 -

本年度末純資産残高 17,112,061 30,975,297 -13,863,236 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 101,478

本年度歳計外現金増減額 105,625

本年度末歳計外現金残高 207,103

本年度末現金預金残高 1,619,845

財務活動収支 613,100

本年度資金収支額 -25,405

前年度末資金残高 1,438,147

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,412,742

    地方債等償還支出 842,406

    その他の支出 6,433

  財務活動収入 1,461,939

    地方債等発行収入 1,461,939

    その他の収入 -

    資産売却収入 51,844

    その他の収入 24,313

投資活動収支 -1,640,592

【財務活動収支】

  財務活動支出 848,839

    その他の支出 -

  投資活動収入 857,184

    国県等補助金収入 675,986

    基金取崩収入 91,336

    貸付金元金回収収入 13,706

  投資活動支出 2,497,777

    公共施設等整備費支出 2,414,693

    基金積立金支出 67,583

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,500

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 3,656

業務活動収支 1,002,087

【投資活動収支】

    税収等収入 8,228,867

    国県等補助金収入 4,925,320

    使用料及び手数料収入 1,024,228

    その他の収入 265,526

  臨時支出 -

    移転費用支出 8,059,235

      補助金等支出 6,352,048

      社会保障給付支出 1,480,223

      その他の支出 3,868

  業務収入 14,443,941

    業務費用支出 5,386,275

      人件費支出 1,774,573

      物件費等支出 3,434,769

      支払利息支出 60,678

      その他の支出 116,256

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 13,445,510


