
【様式第1号】

（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 74,224,402   固定負債 17,886,951

    有形固定資産 70,081,719     地方債等 13,430,481

      事業用資産 26,993,881     長期未払金 -

        土地 13,213,561     退職手当引当金 1,987,130

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,469,340

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,012,950

        建物 28,205,311     １年内償還予定地方債等 1,720,538

        建物減価償却累計額 -16,313,831     未払金 39,559

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,518,807     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,035,765     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 132,626

        船舶 -     預り金 112,336

        船舶減価償却累計額 -     その他 7,890

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 19,899,901

        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 76,281,365

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -17,377,986

        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 405,798

      インフラ資産 42,459,890

        土地 2,683,352

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,872,821

        建物減価償却累計額 -1,317,047

        建物減損損失累計額 -

        工作物 150,509,407

        工作物減価償却累計額 -111,668,398

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,769,187

        その他減価償却累計額 -1,424,757

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 35,324

      物品 2,626,554

      物品減価償却累計額 -1,998,605

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 64,980

      ソフトウェア 32,258

      その他 32,722

    投資その他の資産 4,077,703

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      長期延滞債権 40,079

      長期貸付金 83,033

      基金 3,645,212

        減債基金 -

        その他 3,645,212

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,369

  流動資産 4,578,878

    現金預金 2,482,465

    未収金 39,248

    短期貸付金 -

    基金 2,056,963

      財政調整基金 1,443,422

      減債基金 613,540

    棚卸資産 1,224

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,022

  繰延資産 - 純資産合計 58,903,379

資産合計 78,803,280 負債及び純資産合計 78,803,280

連結貸借対照表 【全体会計】
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

連結行政コスト計算書 【全体会計】
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

  経常費用 18,443,954

    業務費用 9,149,548

      人件費 2,038,283

        職員給与費 1,561,405

        賞与等引当金繰入額 131,955

        退職手当引当金繰入額 152,426

        その他 192,497

      物件費等 6,939,465

        物件費 3,573,765

        維持補修費 233,976

        減価償却費 3,123,433

        その他 8,291

      その他の業務費用 171,800

        支払利息 72,872

        徴収不能引当金繰入額 2,838

        その他 96,090

    移転費用 9,294,406

      補助金等 7,341,092

      社会保障給付 1,163,148

      その他 790,167

  経常収益 1,150,204

    使用料及び手数料 854,730

    その他 295,474

純経常行政コスト 17,293,750

  臨時損失 205,278

    災害復旧事業費 197,212

    資産除売却損 8,066

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 13,847

    資産売却益 13,847

    その他 -

純行政コスト 17,485,181



【様式第3号】

（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 59,864,940 77,584,003 -17,719,064 -

  純行政コスト（△） -17,485,181 -17,485,181 -

  財源 16,531,323 16,531,323 -

    税収等 11,951,328 11,951,328 -

    国県等補助金 4,579,995 4,579,995 -

  本年度差額 -953,858 -953,858 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,247,324 1,247,324

    有形固定資産等の増加 1,743,903 -1,743,903

    有形固定資産等の減少 -3,132,057 3,132,057

    貸付金・基金等の増加 2,272,905 -2,272,905

    貸付金・基金等の減少 -2,132,074 2,132,074

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -55,314 -55,314

  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 47,611 - 47,611

  本年度純資産変動額 -961,561 -1,302,638 341,077 -

本年度末純資産残高 58,903,379 76,281,365 -17,377,986 -

連結純資産変動計算書 【全体会計】
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

連結資金収支計算書 【全体会計】
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 15,300,481

    業務費用支出 6,007,129

      人件費支出 2,018,472

      物件費等支出 3,821,407

      支払利息支出 72,872

      その他の支出 94,379

    移転費用支出 9,293,352

      補助金等支出 7,341,092

      社会保障給付支出 1,163,148

      その他の支出 789,043

  業務収入 17,222,097

    税収等収入 11,880,870

    国県等補助金収入 4,185,760

    使用料及び手数料収入 860,098

    その他の収入 295,368

  臨時支出 197,212

    災害復旧事業費支出 197,212

    その他の支出 -

  臨時収入 178,349

業務活動収支 1,902,752

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,970,170

    公共施設等整備費支出 1,742,903

    基金積立金支出 1,669,301

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 557,967

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,309,638

    国県等補助金収入 216,280

    基金取崩収入 1,541,633

    貸付金元金回収収入 534,373

    資産売却収入 17,352

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,660,532

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,579,690

    地方債等償還支出 1,579,690

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,881,300

    地方債等発行収入 1,924,115

    その他の収入 -42,815

前年度末歳計外現金残高 90,642

本年度歳計外現金増減額 21,694

本年度末歳計外現金残高 112,336

本年度末現金預金残高 2,482,465

財務活動収支 301,610

本年度資金収支額 543,829

前年度末資金残高 1,826,299

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,370,129


