
【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 20,241,681 固定負債 8,706,725

有形固定資産 18,200,797 地方債等 4,841,124

事業用資産 7,320,623 長期未払金 -

土地 2,049,189 退職手当引当金 631,336

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 3,234,264

立木竹減損損失累計額 - 流動負債 735,080

建物 9,015,886 １年内償還予定地方債等 602,813

建物減価償却累計額 -5,045,760 未払金 41,405

建物減損損失累計額 - 未払費用 -

工作物 1,847,857 前受金 -

工作物減価償却累計額 -1,395,515 前受収益 -

工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 60,149

船舶 - 預り金 3,903

船舶減価償却累計額 - その他 26,810

船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,441,805

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 21,461,558

浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） -8,492,613

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 61,323

その他減価償却累計額 -48,190

その他減損損失累計額 -

建設仮勘定 3,546

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 1,795,698

物品減価償却累計額 -1,133,296

物品減損損失累計額 -

無形固定資産 31,391

ソフトウェア 14,021

その他 17,370

投資その他の資産 2,009,494

投資及び出資金 25,811

有価証券 13,000

出資金 12,811

その他 -

長期延滞債権 39,046

長期貸付金 -

基金 1,935,476

減債基金 -

その他 1,935,476

その他 11,669

徴収不能引当金 -2,508

流動資産 2,169,069

現金預金 877,468

未収金 35,422

短期貸付金 -

基金 1,219,877

財政調整基金 1,070,409

減債基金 149,468

棚卸資産 192

その他 36,160

徴収不能引当金 -50

繰延資産 - 純資産合計 12,968,946

資産合計 22,410,750 負債及び純資産合計 22,410,750

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 382

その他 -

純行政コスト 5,719,972

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 382

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 406,827

その他 285,332

純経常行政コスト 5,719,252

社会保障給付 2,557,862

その他 1,182

経常収益 692,159

その他 55,737

移転費用 3,396,128

補助金等 837,085

その他の業務費用 129,455

支払利息 74,499

徴収不能引当金繰入額 -781

維持補修費 145,777

減価償却費 756,818

その他 1,753

その他 228,106

物件費等 1,813,111

物件費 908,763

職員給与費 707,161

賞与等引当金繰入額 60,107

退職手当引当金繰入額 77,344

経常費用 6,411,411

業務費用 3,015,283

人件費 1,072,717

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 13,114,725 21,976,911 -8,862,186 -

純行政コスト（△） -5,719,972 -5,719,972 -

財源 5,674,281 5,674,281 -

税収等 3,599,531 3,599,531 -

国県等補助金 2,074,750 2,074,750 -

本年度差額 -45,691 -45,691 -

固定資産等の変動（内部変動） -399,093 399,093

有形固定資産等の増加 386,774 -386,774

有形固定資産等の減少 -800,594 800,594

貸付金・基金等の増加 143,025 -143,025

貸付金・基金等の減少 -128,298 128,298

資産評価差額 - -

無償所管換等 47,632 47,632

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 -131,148 -165,770 34,621 -

その他 -16,572 1,878 -18,450

本年度純資産変動額 -145,779 -515,353 369,574 -

本年度末純資産残高 12,968,946 21,461,558 -8,492,613 -

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 2,214

本年度歳計外現金増減額 1,689

本年度末歳計外現金残高 3,903

本年度末現金預金残高 877,468

財務活動収支 -395,942

本年度資金収支額 -106,049

前年度末資金残高 980,834

比例連結割合変更に伴う差額 -1,221

本年度末資金残高 873,565

地方債等償還支出 608,960

その他の支出 350

財務活動収入 213,368

地方債等発行収入 213,368

その他の収入 -

資産売却収入 382

その他の収入 91,592

投資活動収支 -195,634

【財務活動収支】

財務活動支出 609,310

その他の支出 158

投資活動収入 202,118

国県等補助金収入 27,023

基金取崩収入 83,121

貸付金元金回収収入 -

投資活動支出 397,752

公共施設等整備費支出 287,075

基金積立金支出 100,519

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 485,527

【投資活動収支】

税収等収入 3,497,802

国県等補助金収入 2,047,727

使用料及び手数料収入 407,355

その他の収入 284,807

臨時支出 -

移転費用支出 3,459,305

補助金等支出 518,485

社会保障給付支出 2,876,511

その他の支出 64,308

業務収入 6,237,691

業務費用支出 2,292,858

人件費支出 993,257

物件費等支出 1,179,928

支払利息支出 74,499

その他の支出 45,174

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 5,752,164


