
【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 18,499,811 固定負債 8,385,442

有形固定資産 16,684,464 地方債等 4,679,664

事業用資産 5,842,751 長期未払金 -

土地 1,703,080 退職手当引当金 472,275

土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -

立木竹 832,287 その他 3,233,502

立木竹減損損失累計額 - 流動負債 697,744

建物 6,885,442 １年内償還予定地方債等 579,982

建物減価償却累計額 -3,838,559 未払金 41,404

建物減損損失累計額 - 未払費用 -

工作物 862,987 前受金 -

工作物減価償却累計額 -606,008 前受収益 -

工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 46,845

船舶 - 預り金 3,115

船舶減価償却累計額 - その他 26,398

船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,083,186

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 19,667,310

浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） -8,235,800

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 3,520

インフラ資産 10,217,771

土地 625,995

土地減損損失累計額 -

建物 248,300

建物減価償却累計額 -41,233

建物減損損失累計額 -

工作物 17,043,952

工作物減価償却累計額 -7,668,300

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 9,057

物品 1,681,448

物品減価償却累計額 -1,057,507

物品減損損失累計額 -

無形固定資産 30,554

ソフトウェア 13,184

その他 17,370

投資その他の資産 1,784,794

投資及び出資金 41,528

有価証券 13,000

出資金 28,528

その他 -

長期延滞債権 39,016

長期貸付金 -

基金 1,696,756

減債基金 -

その他 1,696,756

その他 10,000

徴収不能引当金 -2,507

流動資産 2,014,885

現金預金 811,876

未収金 35,369

短期貸付金 -

基金 1,167,499

財政調整基金 1,018,031

減債基金 149,468

棚卸資産 192

その他 -

徴収不能引当金 -50

繰延資産 - 純資産合計 11,431,510

資産合計 20,514,696 負債及び純資産合計 20,514,696

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 302

その他 -

純行政コスト 5,092,514

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 302

臨時損失 1,101

災害復旧事業費 -

資産除売却損 1,101

使用料及び手数料 381,526

その他 126,784

純経常行政コスト 5,091,715

社会保障給付 1,731,618

その他 688

経常収益 508,310

その他 36,824

移転費用 3,081,422

補助金等 1,349,115

その他の業務費用 109,491

支払利息 73,449

徴収不能引当金繰入額 -783

維持補修費 141,789

減価償却費 676,971

その他 1,661

その他 185,279

物件費等 1,607,754

物件費 787,334

職員給与費 556,078

賞与等引当金繰入額 46,845

退職手当引当金繰入額 13,158

経常費用 5,600,025

業務費用 2,518,603

人件費 801,359

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 11,448,942 20,014,636 -8,565,694 -

純行政コスト（△） -5,092,514 -5,092,514 -

財源 5,066,914 5,066,914 -

税収等 3,347,833 3,347,833 -

国県等補助金 1,719,081 1,719,081 -

本年度差額 -25,600 -25,600 -

固定資産等の変動（内部変動） -355,494 355,494

有形固定資産等の増加 354,415 -354,415

有形固定資産等の減少 -718,856 718,856

貸付金・基金等の増加 119,374 -119,374

貸付金・基金等の減少 -110,427 110,427

資産評価差額 - -

無償所管換等 8,168 8,168

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 - - -

本年度純資産変動額 -17,432 -347,326 329,894 -

本年度末純資産残高 11,431,510 19,667,310 -8,235,800 -

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 1,495

本年度歳計外現金増減額 1,620

本年度末歳計外現金残高 3,115

本年度末現金預金残高 811,876

財務活動収支 -373,819

本年度資金収支額 -110,695

前年度末資金残高 919,456

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 808,760

地方債等償還支出 579,287

その他の支出 -

財務活動収入 205,468

地方債等発行収入 205,468

その他の収入 -

資産売却収入 302

その他の収入 90,462

投資活動収支 -160,646

【財務活動収支】

財務活動支出 579,287

その他の支出 158

投資活動収入 182,987

国県等補助金収入 27,023

基金取崩収入 65,200

貸付金元金回収収入 -

投資活動支出 343,633

公共施設等整備費支出 256,607

基金積立金支出 76,868

投資及び出資金支出 10,000

貸付金支出 -

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 423,770

【投資活動収支】

税収等収入 3,246,105

国県等補助金収入 1,692,058

使用料及び手数料収入 382,054

その他の収入 126,688

臨時支出 -

移転費用支出 3,081,422

補助金等支出 1,030,466

社会保障給付支出 2,050,268

その他の支出 688

業務収入 5,446,904

業務費用支出 1,941,713

人件費支出 787,163

物件費等支出 1,054,214

支払利息支出 73,449

その他の支出 26,887

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 5,023,134


