
【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 16,523,220   固定負債 6,012,408

    有形固定資産 15,593,116     地方債等 3,579,514

      事業用資産 4,357,244     長期未払金 -

        土地 1,207,384     退職手当引当金 435,528

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,997,366

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 654,594

        建物 5,496,152     １年内償還予定地方債等 566,590

        建物減価償却累計額 -2,772,243     未払金 19,697

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,096,837     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -672,955     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 27,461

        船舶 -     預り金 25,144

        船舶減価償却累計額 -     その他 15,701

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,667,001

        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 18,003,140

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,367,087

        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 2,070

      インフラ資産 10,566,817

        土地 386,757

        土地減損損失累計額 -

        建物 249,980

        建物減価償却累計額 -24,534

        建物減損損失累計額 -

        工作物 18,470,172

        工作物減価償却累計額 -8,592,274

        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 76,716

      物品 1,489,646

      物品減価償却累計額 -820,592

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 687

      ソフトウェア -

      その他 687

    投資その他の資産 929,417

      投資及び出資金 41,266

        有価証券 15,000

        出資金 26,266

        その他 -

      長期延滞債権 3,196

      長期貸付金 15,000

      基金 870,042

        減債基金 -

        その他 870,042

      その他 -

      徴収不能引当金 -87

  流動資産 1,779,834

    現金預金 288,540

    未収金 11,394

    短期貸付金 -

    基金 1,479,920

      財政調整基金 1,479,484

      減債基金 436

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -20

  繰延資産 - 純資産合計 11,636,053

資産合計 18,303,054 負債及び純資産合計 18,303,054

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 -

    その他 -

純行政コスト 3,377,582

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 5,439

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 5,439

    使用料及び手数料 174,742

    その他 45,602

純経常行政コスト 3,372,144

      社会保障給付 1,167,091

      その他 1,959

  経常収益 220,344

        その他 29,832

    移転費用 1,613,804

      補助金等 444,754

      その他の業務費用 101,211

        支払利息 71,399

        徴収不能引当金繰入額 -20

        維持補修費 45,740

        減価償却費 706,822

        その他 -

        その他 171,056

      物件費等 1,261,871

        物件費 509,310

        職員給与費 420,794

        賞与等引当金繰入額 26,728

        退職手当引当金繰入額 -2,975

  経常費用 3,592,487

    業務費用 1,978,684

      人件費 615,602

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 11,436,806 18,068,273 -6,631,467 -

  純行政コスト（△） -3,377,582 -3,377,582 -

  財源 3,576,829 3,576,829 -

    税収等 2,755,576 2,755,576 -

    国県等補助金 821,253 821,253 -

  本年度差額 199,247 199,247 -

  固定資産等の変動（内部変動） -65,134 65,134

    有形固定資産等の増加 455,236 -455,236

    有形固定資産等の減少 -837,340 837,340

    貸付金・基金等の増加 363,140 -363,140

    貸付金・基金等の減少 -46,170 46,170

  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 199,247 -65,134 264,380 -

本年度末純資産残高 11,636,053 18,003,140 -6,367,087 -

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 24,725

本年度歳計外現金増減額 419

本年度末歳計外現金残高 25,144

本年度末現金預金残高 288,540

財務活動収支 -144,390

本年度資金収支額 32,976

前年度末資金残高 230,420

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 263,396

    地方債等償還支出 515,790

    その他の支出 -

  財務活動収入 371,400

    地方債等発行収入 371,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,387

    その他の収入 61,895

投資活動収支 -517,157

【財務活動収支】

  財務活動支出 515,790

    その他の支出 -

  投資活動収入 190,317

    国県等補助金収入 65,292

    基金取崩収入 40,243

    貸付金元金回収収入 20,500

  投資活動支出 707,474

    公共施設等整備費支出 330,157

    基金積立金支出 338,817

    投資及び出資金支出 3,000

    貸付金支出 35,500

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 694,523

【投資活動収支】

    税収等収入 2,604,931

    国県等補助金収入 762,254

    使用料及び手数料収入 174,520

    その他の収入 43,215

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,602,268

      補助金等支出 444,754

      社会保障給付支出 1,167,091

      その他の支出 1,959

  業務収入 3,584,920

    業務費用支出 1,288,129

      人件費支出 621,335

      物件費等支出 565,678

      支払利息支出 71,399

      その他の支出 29,717

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 2,890,397


