
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 17,507,668   固定負債 6,238,664

    有形固定資産 16,434,409     地方債等 3,701,317

      事業用資産 5,172,034     長期未払金 -

        土地 1,385,498     退職手当引当金 539,421

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,997,926

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 679,390

        建物 6,650,145     １年内償還予定地方債等 581,439

        建物減価償却累計額 -3,425,005     未払金 19,705

        建物減損損失累計額 -     未払費用 48

        工作物 1,741,881     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,190,607     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 36,800

        船舶 -     預り金 25,490

        船舶減価償却累計額 -     その他 15,909

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,918,054

        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 19,022,840

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,450,462

        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 34,312

        その他減価償却累計額 -26,279

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,089

      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 1,569,154

      物品減価償却累計額 -873,596

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 913

      ソフトウェア 226

      その他 687

    投資その他の資産 1,072,346

      投資及び出資金 28,886

        有価証券 15,000

        出資金 13,886

        その他 -

      長期延滞債権 3,216

      長期貸付金 15,000

      基金 1,024,456

        減債基金 -

        その他 1,024,456

      その他 876

      徴収不能引当金 -88

  流動資産 1,982,765

    現金預金 371,537

    未収金 11,433

    短期貸付金 -

    基金 1,515,172

      財政調整基金 1,514,736

      減債基金 436

    棚卸資産 65,763

    その他 18,880

    徴収不能引当金 -20

  繰延資産 - 純資産合計 12,572,378

資産合計 19,490,432 負債及び純資産合計 19,490,432

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 59

    その他 -

純行政コスト 3,790,147

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 59

  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 189,873

    その他 168,883

純経常行政コスト 3,784,768

      社会保障給付 1,717,378

      その他 2,374

  経常収益 358,756

        その他 42,077

    移転費用 1,830,480

      補助金等 110,728

      その他の業務費用 114,146

        支払利息 72,087

        徴収不能引当金繰入額 -19

        維持補修費 47,812

        減価償却費 754,019

        その他 5,184

        その他 201,550

      物件費等 1,392,241

        物件費 585,226

        職員給与費 530,898

        賞与等引当金繰入額 36,067

        退職手当引当金繰入額 38,142

  経常費用 4,143,524

    業務費用 2,313,043

      人件費 806,657

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：連結会計 （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 12,362,474 19,078,293 -6,715,818 -

  純行政コスト（△） -3,790,147 -3,790,147 -

  財源 3,977,518 3,977,518 -

    税収等 2,919,446 2,919,446 -

    国県等補助金 1,058,072 1,058,072 -

  本年度差額 187,371 187,371 -

  固定資産等の変動（内部変動） -88,317 88,317

    有形固定資産等の増加 476,810 -476,810

    有形固定資産等の減少 -885,940 885,940

    貸付金・基金等の増加 379,093 -379,093

    貸付金・基金等の減少 -58,281 58,281

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,890 17,890

  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 16,702 13,927 2,775 -

  その他 -12,060 1,047 -13,106

  本年度純資産変動額 209,904 -55,453 265,357 -

本年度末純資産残高 12,572,378 19,022,840 -6,450,462 -

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：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 25,150

本年度歳計外現金増減額 340

本年度末歳計外現金残高 25,490

本年度末現金預金残高 371,537

財務活動収支 -142,052

本年度資金収支額 -11,760

前年度末資金残高 356,305

比例連結割合変更に伴う差額 1,502

本年度末資金残高 346,047

    地方債等償還支出 534,002

    その他の支出 260

  財務活動収入 392,210

    地方債等発行収入 392,210

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,446

    その他の収入 62,485

投資活動収支 -540,495

【財務活動収支】

  財務活動支出 534,262

    その他の支出 -

  投資活動収入 203,103

    国県等補助金収入 65,292

    基金取崩収入 52,379

    貸付金元金回収収入 20,500

  投資活動支出 743,598

    公共施設等整備費支出 350,328

    基金積立金支出 354,770

    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 670,788

【投資活動収支】

    税収等収入 2,768,801

    国県等補助金収入 999,073

    使用料及び手数料収入 189,651

    その他の収入 166,267

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,859,128

      補助金等支出 110,754

      社会保障給付支出 1,717,378

      その他の支出 42,531

  業務収入 4,123,792

    業務費用支出 1,593,876

      人件費支出 770,484

      物件費等支出 709,152

      支払利息支出 72,087

      その他の支出 42,153

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 3,453,004


