
【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 151,093,596   固定負債 85,735,535

    有形固定資産 136,542,225     地方債等 46,332,389

      事業用資産 57,382,215     長期未払金 -

        土地 31,288,928     退職手当引当金 5,843,964

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 33,559,182

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,000,181

        建物 70,618,293     １年内償還予定地方債等 4,394,972

        建物減価償却累計額 -45,190,308     未払金 1,350,389

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 770,630     前受金 177

        工作物減価償却累計額 -118,348     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 641,557

        船舶 -     預り金 612,201

        船舶減価償却累計額 -     その他 885

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 92,735,716

        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 154,727,663

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -86,481,017

        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 13,020

      インフラ資産 78,173,371

        土地 12,855,297

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,552,493

        建物減価償却累計額 -872,539

        建物減損損失累計額 -

        工作物 91,349,190

        工作物減価償却累計額 -28,798,445

        工作物減損損失累計額 -

        その他 4,381,455

        その他減価償却累計額 -2,841,623

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 547,544

      物品 3,526,309

      物品減価償却累計額 -2,539,670

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,620,038

      ソフトウェア 120,226

      その他 6,499,812

    投資その他の資産 7,931,333

      投資及び出資金 334,931

        有価証券 -

        出資金 334,931

        その他 -

      長期延滞債権 691,458

      長期貸付金 753

      基金 6,980,929

        減債基金 -

        その他 6,980,929

      その他 102

      徴収不能引当金 -76,841

  流動資産 9,888,766

    現金預金 5,193,445

    未収金 959,879

    短期貸付金 2,338

    基金 3,631,729

      財政調整基金 3,631,729

      減債基金 -

    棚卸資産 15,599

    その他 119,571

    徴収不能引当金 -33,795

  繰延資産 - 純資産合計 68,246,646

資産合計 160,982,362 負債及び純資産合計 160,982,362

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 92,489

    その他 147,460

純行政コスト 60,604,919

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 501,022

  臨時利益 239,949

  臨時損失 531,926

    災害復旧事業費 23,815

    資産除売却損 7,089

    使用料及び手数料 3,727,193

    その他 704,674

純経常行政コスト 60,312,942

      社会保障給付 11,922,487

      その他 18,364

  経常収益 4,431,867

        その他 362,352

    移転費用 42,760,181

      補助金等 30,819,329

      その他の業務費用 955,786

        支払利息 531,223

        徴収不能引当金繰入額 62,210

        維持補修費 465,911

        減価償却費 4,594,051

        その他 87,388

        その他 907,638

      物件費等 12,514,410

        物件費 7,367,059

        職員給与費 6,411,775

        賞与等引当金繰入額 629,214

        退職手当引当金繰入額 565,807

  経常費用 64,744,809

    業務費用 21,984,628

      人件費 8,514,433

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 69,794,163 155,840,293 -86,046,129 -

  純行政コスト（△） -60,604,919 -60,604,919 -

  財源 58,478,723 58,478,723 -

    税収等 34,266,151 34,266,151 -

    国県等補助金 24,212,572 24,212,572 -

  本年度差額 -2,126,196 -2,126,196 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,423,856 1,423,856

    有形固定資産等の増加 4,575,157 -4,575,157

    有形固定資産等の減少 -5,203,679 5,203,679

    貸付金・基金等の増加 2,435,269 -2,435,269

    貸付金・基金等の減少 -3,230,603 3,230,603

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 311,226 311,226

  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 267,453 - 267,453

  本年度純資産変動額 -1,547,517 -1,112,630 -434,888 -

本年度末純資産残高 68,246,646 154,727,663 -86,481,017 -

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 446,453

本年度歳計外現金増減額 51,009

本年度末歳計外現金残高 497,462

本年度末現金預金残高 5,193,445

財務活動収支 1,494,931

本年度資金収支額 -440,692

前年度末資金残高 5,136,674

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,695,983

    地方債等償還支出 3,975,222

    その他の支出 -

  財務活動収入 5,470,153

    地方債等発行収入 5,202,700

    その他の収入 267,453

    資産売却収入 116,801

    その他の収入 315,475

投資活動収支 -2,094,688

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,975,222

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,274,530

    国県等補助金収入 1,479,860

    基金取崩収入 1,216,961

    貸付金元金回収収入 1,145,433

  投資活動支出 6,369,218

    公共施設等整備費支出 4,682,759

    基金積立金支出 549,259

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,137,200

    災害復旧事業費支出 23,815

    その他の支出 500,888

  臨時収入 502,306

業務活動収支 159,066

【投資活動収支】

    税収等収入 32,864,766

    国県等補助金収入 22,661,064

    使用料及び手数料収入 3,643,395

    その他の収入 560,303

  臨時支出 524,703

    移転費用支出 42,760,181

      補助金等支出 30,819,329

      社会保障給付支出 11,922,487

      その他の支出 18,364

  業務収入 59,729,528

    業務費用支出 16,787,885

      人件費支出 8,526,894

      物件費等支出 7,974,623

      支払利息支出 531,223

      その他の支出 -244,856

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 59,548,066


