
【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 77,415,086   固定負債 18,765,318

    有形固定資産 72,839,322     地方債等 14,227,419

      事業用資産 29,452,065     長期未払金 520

        土地 13,308,080     退職手当引当金 2,067,740

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,469,639

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,311,672

        建物 31,426,870     １年内償還予定地方債等 1,926,169

        建物減価償却累計額 -18,130,446     未払金 56,924

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,246,330     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -5,913,243     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 176,650

        船舶 -     預り金 114,195

        船舶減価償却累計額 -     その他 37,734

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 21,076,990

        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 79,803,106

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -17,983,388

        航空機 -   他団体出資等分 36,531

        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 514,474

      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 3,320,259

      物品減価償却累計額 -2,392,892

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 65,766

      ソフトウェア 33,044

      その他 32,722

    投資その他の資産 4,509,998

      投資及び出資金 70,489

        有価証券 2,309

        出資金 68,179

        その他 -

      長期延滞債権 40,479

      長期貸付金 83,033

      基金 3,974,963

        減債基金 -

        その他 3,974,963

      その他 344,408

      徴収不能引当金 -3,374

  流動資産 5,518,153

    現金預金 2,787,840

    未収金 39,735

    短期貸付金 -

    基金 2,388,020

      財政調整基金 1,774,479

      減債基金 613,540

    棚卸資産 303,442

    その他 139

    徴収不能引当金 -1,022

  繰延資産 - 純資産合計 61,856,250

資産合計 82,933,240 負債及び純資産合計 82,933,240

連結貸借対照表 【連結会計】
（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 【連結会計】
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 20,660,485

    業務費用 10,514,889

      人件費 2,769,390

        職員給与費 2,132,597

        賞与等引当金繰入額 175,979

        退職手当引当金繰入額 197,018

        その他 263,795

      物件費等 7,492,160

        物件費 3,754,149

        維持補修費 317,841

        減価償却費 3,363,756

        その他 56,412

      その他の業務費用 253,340

        支払利息 84,162

        徴収不能引当金繰入額 2,843

        その他 166,335

    移転費用 10,145,596

      補助金等 5,959,105

      社会保障給付 3,395,462

      その他 791,029

  経常収益 1,605,193

    使用料及び手数料 1,251,657

    その他 353,536

純経常行政コスト 19,055,293

  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 19,246,723



【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 62,742,427 81,266,500 -18,559,100 35,027

  純行政コスト（△） -19,246,723 -19,248,227 1,504

  財源 18,384,050 18,384,050 -

    税収等 13,335,565 13,335,565 -

    国県等補助金 5,048,485 5,048,485 -

  本年度差額 -862,674 -864,178 1,504

  固定資産等の変動（内部変動） -1,378,526 1,378,526

    有形固定資産等の増加 1,905,599 -1,905,599

    有形固定資産等の減少 -3,372,381 3,372,381

    貸付金・基金等の増加 2,317,458 -2,317,458

    貸付金・基金等の減少 -2,229,203 2,229,203

  資産評価差額 3 3

  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 -15,804 -29,556 13,752 -

  その他 47,612 - 47,612

  本年度純資産変動額 -886,177 -1,463,394 575,713 1,504

本年度末純資産残高 61,856,250 79,803,106 -17,983,388 36,531

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


