
【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 142,601,761   固定負債 58,474,653

    有形固定資産 124,535,003     地方債等 53,972,578

      事業用資産 52,661,019     長期未払金 -

        土地 15,719,960     退職手当引当金 4,159,969

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,631     その他 342,106

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,252,474

        建物 70,640,178     １年内償還予定地方債等 4,525,654

        建物減価償却累計額 -36,746,570     未払金 232,523

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 9,904,778     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -7,170,240     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 282,545

        船舶 -     預り金 152,260

        船舶減価償却累計額 -     その他 59,491

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 63,727,127

        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 144,611,001

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -61,047,672

        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 3,320

        その他減価償却累計額 -664

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 308,625

      インフラ資産 69,162,921

        土地 4,133,714

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,767,470

        建物減価償却累計額 -1,524,231

        建物減損損失累計額 -

        工作物 151,847,124

        工作物減価償却累計額 -92,838,819

        工作物減損損失累計額 -

        その他 10,559,674

        その他減価償却累計額 -7,770,411

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 988,400

      物品 4,616,520

      物品減価償却累計額 -1,905,458

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 294,744

      ソフトウェア 214,794

      その他 79,950

    投資その他の資産 17,772,014

      投資及び出資金 6,871,553

        有価証券 20,000

        出資金 6,851,553

        その他 -

      長期延滞債権 814,416

      長期貸付金 11,406

      基金 10,144,451

        減債基金 2,591,371

        その他 7,553,080

      その他 1,342

      徴収不能引当金 -62,553

  流動資産 4,688,695

    現金預金 2,235,356

    未収金 279,042

    短期貸付金 -

    基金 2,009,240

      財政調整基金 3,385,143

      減債基金 -1,375,903

    棚卸資産 164,946

    その他 -

    徴収不能引当金 111

  繰延資産 - 純資産合計 83,563,329

資産合計 147,290,456 負債及び純資産合計 147,290,456

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 27,125

純行政コスト 35,435,281

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 46,398

  臨時利益 27,125

  臨時損失 179,596

    災害復旧事業費 88,879

    資産除売却損 44,319

    使用料及び手数料 2,118,958

    その他 1,955,742

純経常行政コスト 35,282,810

      社会保障給付 3,353,268

      その他 49,531

  経常収益 4,074,701

        その他 551,961

    移転費用 22,519,855

      補助金等 14,595,492

      その他の業務費用 1,323,388

        支払利息 729,789

        徴収不能引当金繰入額 41,638

        維持補修費 729,925

        減価償却費 5,688,178

        その他 119,664

        その他 981,934

      物件費等 11,694,615

        物件費 5,156,849

        職員給与費 2,440,280

        賞与等引当金繰入額 276,978

        退職手当引当金繰入額 120,461

  経常費用 39,357,511

    業務費用 16,837,656

      人件費 3,819,653

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 83,804,286 147,155,360 -63,351,074 -

  純行政コスト（△） -35,435,281 -35,435,281 -

  財源 35,062,666 35,062,666 -

    税収等 24,397,557 24,397,557 -

    国県等補助金 10,665,109 10,665,109 -

  本年度差額 -372,615 -372,615 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,544,359 2,544,359

    有形固定資産等の増加 3,162,182 -3,162,182

    有形固定資産等の減少 -5,682,156 5,682,156

    貸付金・基金等の増加 1,326,619 -1,326,619

    貸付金・基金等の減少 -1,351,004 1,351,004

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 - -

  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 131,658 - 131,658

  本年度純資産変動額 -240,957 -2,544,359 2,303,402 -

本年度末純資産残高 83,563,329 144,611,001 -61,047,672 -

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 153,917

本年度歳計外現金増減額 -1,657

本年度末歳計外現金残高 152,260

本年度末現金預金残高 2,235,356

財務活動収支 -1,344,399

本年度資金収支額 370,562

前年度末資金残高 1,712,535

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,083,096

    地方債等償還支出 5,210,600

    その他の支出 5,063

  財務活動収入 3,871,264

    地方債等発行収入 3,743,800

    その他の収入 127,464

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,869,025

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,215,663

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,988,985

    国県等補助金収入 689,774

    基金取崩収入 1,298,059

    貸付金元金回収収入 1,152

  投資活動支出 4,858,010

    公共施設等整備費支出 3,522,478

    基金積立金支出 1,313,372

    投資及び出資金支出 22,160

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 88,879

    その他の支出 70,674

  臨時収入 27,125

業務活動収支 4,583,985

【投資活動収支】

    税収等収入 23,910,916

    国県等補助金収入 10,341,407

    使用料及び手数料収入 2,150,547

    その他の収入 1,948,049

  臨時支出 159,553

    移転費用支出 22,519,855

      補助金等支出 14,595,492

      社会保障給付支出 3,353,268

      その他の支出 49,531

  業務収入 38,350,919

    業務費用支出 11,114,651

      人件費支出 3,863,301

      物件費等支出 6,011,352

      支払利息支出 729,789

      その他の支出 510,210

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 33,634,506


