
【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 137,769,886   固定負債 37,687,635

    有形固定資産 132,329,349     地方債等 32,119,444

      事業用資産 42,973,986     長期未払金 -

        土地 23,884,084     退職手当引当金 2,375,981

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 3,192,210

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,372,249

        建物 52,249,035     １年内償還予定地方債等 268,487

        建物減価償却累計額 -36,280,082     未払金 416,846

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,732,813     前受金 5,632

        工作物減価償却累計額 -784,358     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 406,448

        船舶 -     預り金 60,600

        船舶減価償却累計額 -     その他 214,237

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 39,059,884

        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 141,866,909

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -35,054,689

        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 1,714,592

        その他減価償却累計額 -1,699,990

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,157,891

      インフラ資産 86,203,319

        土地 7,197,555

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,190,517

        建物減価償却累計額 -2,775,767

        建物減損損失累計額 -

        工作物 184,202,847

        工作物減価償却累計額 -107,822,140

        工作物減損損失累計額 -

        その他 35,510

        その他減価償却累計額 -6,994

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 181,791

      物品 9,381,012

      物品減価償却累計額 -6,228,968

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 11,413

      ソフトウェア 2,201

      その他 9,212

    投資その他の資産 5,429,124

      投資及び出資金 161,104

        有価証券 129,344

        出資金 31,760

        その他 -

      長期延滞債権 789,387

      長期貸付金 17,670

      基金 4,509,201

        減債基金 -

        その他 4,509,201

      その他 41,417

      徴収不能引当金 -89,655

  流動資産 8,102,218

    現金預金 2,702,593

    未収金 1,161,265

    短期貸付金 -

    基金 4,097,023

      財政調整基金 3,555,827

      減債基金 541,196

    棚卸資産 175,540

    その他 876

    徴収不能引当金 -35,079

  繰延資産 - 純資産合計 106,812,220

資産合計 145,872,104 負債及び純資産合計 145,872,104

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 3

    その他 1,217,174

純行政コスト 40,333,557

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 137,914

  臨時利益 1,217,177

  臨時損失 218,995

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 81,081

    使用料及び手数料 5,871,051

    その他 1,112,091

純経常行政コスト 41,331,740

      社会保障給付 12,049,038

      その他 69,023

  経常収益 6,983,142

        その他 612,904

    移転費用 26,692,669

      補助金等 14,574,608

      その他の業務費用 1,054,765

        支払利息 381,093

        徴収不能引当金繰入額 60,768

        維持補修費 445,540

        減価償却費 5,220,386

        その他 121,182

        その他 1,474,617

      物件費等 13,629,006

        物件費 7,841,898

        職員給与費 4,890,617

        賞与等引当金繰入額 377,193

        退職手当引当金繰入額 196,015

  経常費用 48,314,882

    業務費用 21,622,213

      人件費 6,938,442

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】

（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 106,069,221 142,160,385 -36,091,163 -

  純行政コスト（△） -40,333,557 -40,333,557 -

  財源 39,356,798 39,356,798 -

    税収等 24,532,401 24,532,401 -

    国県等補助金 14,824,396 14,824,396 -

  本年度差額 -976,759 -976,759 -

  固定資産等の変動（内部変動） -552,546 552,546

    有形固定資産等の増加 4,254,746 -4,254,746

    有形固定資産等の減少 -5,307,346 5,304,121

    貸付金・基金等の増加 1,589,489 -1,589,489

    貸付金・基金等の減少 -1,089,435 1,092,660

  資産評価差額 -7,623 -7,623

  無償所管換等 224,503 224,503

  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 294 12,065 -11,771 -

  その他 1,502,583 30,125 1,472,458

  本年度純資産変動額 742,998 -293,476 1,036,474 -

本年度末純資産残高 106,812,220 141,866,909 -35,054,689 -

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 41,696

本年度歳計外現金増減額 3,812

本年度末歳計外現金残高 45,507

本年度末現金預金残高 2,702,593

財務活動収支 614,493

本年度資金収支額 -147,071

前年度末資金残高 2,796,236

比例連結割合変更に伴う差額 7,920

本年度末資金残高 2,657,085

    地方債等償還支出 2,785,229

    その他の支出 187,469

  財務活動収入 3,587,190

    地方債等発行収入 3,503,412

    その他の収入 83,778

    資産売却収入 34,082

    その他の収入 55,553

投資活動収支 -3,751,264

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,972,697

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,471,879

    国県等補助金収入 184,843

    基金取崩収入 1,072,102

    貸付金元金回収収入 125,300

  投資活動支出 5,223,143

    公共施設等整備費支出 4,116,662

    基金積立金支出 993,963

    投資及び出資金支出 83,778

    貸付金支出 28,740

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 25,462

  臨時収入 26,398

業務活動収支 2,989,700

【投資活動収支】

    税収等収入 24,447,003

    国県等補助金収入 14,644,764

    使用料及び手数料収入 5,873,696

    その他の収入 1,062,433

  臨時支出 25,462

    移転費用支出 26,692,669

      補助金等支出 14,574,608

      社会保障給付支出 12,049,038

      その他の支出 69,023

  業務収入 46,027,897

    業務費用支出 16,346,464

      人件費支出 7,089,304

      物件費等支出 8,300,332

      支払利息支出 381,015

      その他の支出 575,813

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 43,039,132


