
【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 137,456,435   固定負債 37,710,835

    有形固定資産 132,208,877     地方債等 32,023,621

      事業用資産 42,853,948     長期未払金 -

        土地 23,849,445     退職手当引当金 2,347,606

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 147,552

        立木竹 -     その他 3,192,057

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,332,291

        建物 51,895,105     １年内償還予定地方債等 255,985

        建物減価償却累計額 -35,935,239     未払金 398,852

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,706,540     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -760,567     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 404,659

        船舶 -     預り金 58,697

        船舶減価償却累計額 -     その他 214,098

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 39,043,126

        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 141,551,218

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -35,445,917

        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 18,713

        その他減価償却累計額 -4,111

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,084,061

      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 9,379,355

      物品減価償却累計額 -6,227,745

      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 5,236,146

      投資及び出資金 172,104

        有価証券 129,344

        出資金 42,760

        その他 -

      長期延滞債権 789,124

      長期貸付金 17,670

      基金 4,306,470

        減債基金 -

        その他 4,306,470

      その他 40,417

      徴収不能引当金 -89,639

  流動資産 7,691,992

    現金預金 2,432,181

    未収金 1,161,028

    短期貸付金 -

    基金 4,094,783

      財政調整基金 3,553,587

      減債基金 541,196

    棚卸資産 38,199

    その他 876

    徴収不能引当金 -35,075

  繰延資産 - 純資産合計 106,105,300

資産合計 145,148,427 負債及び純資産合計 145,148,427

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 -

    その他 1,215,205

純行政コスト 32,719,206

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 137,914

  臨時利益 1,215,205

  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 5,868,671

    その他 753,387

純経常行政コスト 33,715,416

      社会保障給付 4,605,378

      その他 55,616

  経常収益 6,622,058

        その他 460,044

    移転費用 19,324,944

      補助金等 14,663,951

      その他の業務費用 901,715

        支払利息 380,918

        徴収不能引当金繰入額 60,752

        維持補修費 432,601

        減価償却費 5,219,067

        その他 623

        その他 1,455,985

      物件費等 13,313,784

        物件費 7,661,492

        職員給与費 4,771,611

        賞与等引当金繰入額 375,404

        退職手当引当金繰入額 194,031

  経常費用 40,337,474

    業務費用 21,012,529

      人件費 6,797,031

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 105,448,413 141,926,830 -36,478,417 -

  純行政コスト（△） -32,719,206 -32,719,206 -

  財源 31,769,834 31,769,834 -

    税収等 20,147,849 20,147,849 -

    国県等補助金 11,621,985 11,621,985 -

  本年度差額 -949,372 -949,372 -

  固定資産等の変動（内部変動） -621,859 621,859

    有形固定資産等の増加 4,180,916 -4,180,916

    有形固定資産等の減少 -5,306,027 5,302,802

    貸付金・基金等の増加 1,588,638 -1,588,638

    貸付金・基金等の減少 -1,085,387 1,088,612

  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 - - - -

  その他 1,389,380 29,367 1,360,012

  本年度純資産変動額 656,888 -375,612 1,032,499 -

本年度末純資産残高 106,105,300 141,551,218 -35,445,917 -

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 41,542

本年度歳計外現金増減額 3,747

本年度末歳計外現金残高 45,289

本年度末現金預金残高 2,432,181

財務活動収支 589,493

本年度資金収支額 -65,248

前年度末資金残高 2,452,139

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,386,892

    地方債等償還支出 2,669,049

    その他の支出 187,332

  財務活動収入 3,445,873

    地方債等発行収入 3,362,095

    その他の収入 83,778

    資産売却収入 34,078

    その他の収入 55,553

投資活動収支 -3,718,077

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,856,380

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,429,704

    国県等補助金収入 147,539

    基金取崩収入 1,067,235

    貸付金元金回収収入 125,300

  投資活動支出 5,147,782

    公共施設等整備費支出 4,042,832

    基金積立金支出 992,432

    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 3,063,337

【投資活動収支】

    税収等収入 20,062,451

    国県等補助金収入 11,479,656

    使用料及び手数料収入 5,871,317

    その他の収入 703,818

  臨時支出 25,462

    移転費用支出 19,324,944

      補助金等支出 14,663,951

      社会保障給付支出 4,605,378

      その他の支出 55,616

  業務収入 38,117,241

    業務費用支出 15,729,896

      人件費支出 6,829,703

      物件費等支出 8,096,467

      支払利息支出 380,840

      その他の支出 422,886

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 35,054,840


