
【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 166,714,510   固定負債 69,619,201

    有形固定資産 153,749,707     地方債等 62,502,966

      事業用資産 56,280,287     長期未払金 -

        土地 16,313,136     退職手当引当金 4,306,708

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 7,914

        立木竹 1,631     その他 2,801,613

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 6,332,545

        建物 77,333,310     １年内償還予定地方債等 5,306,343

        建物減価償却累計額 -40,566,574     未払金 445,913

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,796

        工作物 10,685,713     前受金 6,035

        工作物減価償却累計額 -7,798,209     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 333,311

        船舶 -     預り金 176,656

        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 75,951,746

        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 168,855,505

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -70,756,172

        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 94,381,395

        土地 4,891,604

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,940,051

        建物減価償却累計額 -2,130,861

        建物減損損失累計額 -

        工作物 191,506,358

        工作物減価償却累計額 -110,055,867

        工作物減損損失累計額 -

        その他 15,060,421

        その他減価償却累計額 -11,005,605

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,175,296

      物品 5,740,032

      物品減価償却累計額 -2,652,008

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 877,831

      ソフトウェア 216,676

      その他 661,155

    投資その他の資産 12,086,971

      投資及び出資金 513,073

        有価証券 20,000

        出資金 493,073

        その他 -

      長期延滞債権 816,273

      長期貸付金 11,406

      基金 10,625,263

        減債基金 2,591,371

        その他 8,033,892

      その他 192,109

      徴収不能引当金 -62,553

  流動資産 7,336,281

    現金預金 4,532,080

    未収金 396,988

    短期貸付金 -

    基金 2,140,995

      財政調整基金 3,516,898

      減債基金 -1,375,903

    棚卸資産 193,815

    その他 76,119

    徴収不能引当金 -3,717

  繰延資産 288 純資産合計 98,099,333

資産合計 174,051,079 負債及び純資産合計 174,051,079

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 363

    その他 27,136

純行政コスト 44,877,792

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 82,603

  臨時利益 27,499

  臨時損失 215,801

    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 3,661,576

    その他 2,887,107

純経常行政コスト 44,689,491

      社会保障給付 3,366,583

      その他 83,802

  経常収益 6,548,683

        その他 722,828

    移転費用 30,213,595

      補助金等 22,241,646

      その他の業務費用 1,605,673

        支払利息 839,626

        徴収不能引当金繰入額 43,219

        維持補修費 877,874

        減価償却費 6,640,783

        その他 122,619

        その他 1,009,460

      物件費等 14,531,182

        物件費 6,889,906

        職員給与費 3,241,104

        賞与等引当金繰入額 320,099

        退職手当引当金繰入額 317,061

  経常費用 51,238,174

    業務費用 21,024,579

      人件費 4,887,724

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 98,911,428 172,122,724 -73,211,296 -

  純行政コスト（△） -44,877,792 -44,877,792 -

  財源 43,949,664 43,949,664 -

    税収等 30,128,705 30,128,705 -

    国県等補助金 13,820,959 13,820,959 -

  本年度差額 -928,129 -928,129 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,324,312 3,324,312

    有形固定資産等の増加 3,684,369 -3,684,369

    有形固定資産等の減少 -7,010,266 7,010,266

    貸付金・基金等の増加 1,428,504 -1,428,504

    貸付金・基金等の減少 -1,426,920 1,426,920

  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 -15,625 -3,310 -12,314 -

  その他 131,658 60,403 71,255

  本年度純資産変動額 -812,095 -3,267,219 2,455,124 -

本年度末純資産残高 98,099,333 168,855,505 -70,756,172 -

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 154,066

本年度歳計外現金増減額 -1,716

本年度末歳計外現金残高 152,350

本年度末現金預金残高 4,532,080

財務活動収支 -1,716,957

本年度資金収支額 546,109

前年度末資金残高 3,835,157

比例連結割合変更に伴う差額 -1,536

本年度末資金残高 4,379,730

    地方債等償還支出 5,962,746

    その他の支出 5,063

  財務活動収入 4,250,852

    地方債等発行収入 4,101,228

    その他の収入 149,624

    資産売却収入 415

    その他の収入 80,071

投資活動収支 -3,414,809

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,967,809

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,145,387

    国県等補助金収入 689,774

    基金取崩収入 1,373,975

    貸付金元金回収収入 1,152

  投資活動支出 5,560,195

    公共施設等整備費支出 4,097,355

    基金積立金支出 1,380,269

    投資及び出資金支出 82,563

    貸付金支出 8

    災害復旧事業費支出 88,879

    その他の支出 70,879

  臨時収入 27,136

業務活動収支 5,677,875

【投資活動収支】

    税収等収入 29,477,370

    国県等補助金収入 13,497,257

    使用料及び手数料収入 3,807,721

    その他の収入 2,953,490

  臨時支出 159,758

    移転費用支出 30,213,368

      補助金等支出 22,241,418

      社会保障給付支出 3,366,583

      その他の支出 83,802

  業務収入 49,735,838

    業務費用支出 13,711,974

      人件費支出 4,731,728

      物件費等支出 7,477,073

      支払利息支出 839,626

      その他の支出 663,547

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 43,925,342


