
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 159,558,752   固定負債 88,360,045

    有形固定資産 142,896,611     地方債等 47,689,171

      事業用資産 59,017,688     長期未払金 -

        土地 32,151,763     退職手当引当金 6,394,082

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 34,276,792

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,988,820

        建物 72,812,711     １年内償還予定地方債等 4,547,073

        建物減価償却累計額 -46,766,596     未払金 2,090,451

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,582

        工作物 1,298,367     前受金 13,836

        工作物減価償却累計額 -551,410     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 683,055

        船舶 -     預り金 631,481

        船舶減価償却累計額 -     その他 21,341

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 96,348,866

        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 163,192,818

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -88,110,262

        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 11

        その他減価償却累計額 -11

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 72,854

      インフラ資産 81,900,775

        土地 13,215,641

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,024,975

        建物減価償却累計額 -1,746,301

        建物減損損失累計額 -

        工作物 97,046,603

        工作物減価償却累計額 -32,032,532

        工作物減損損失累計額 -

        その他 4,393,953

        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 840,059

      物品 14,487,874

      物品減価償却累計額 -12,509,726

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,807,991

      ソフトウェア 123,544

      その他 6,684,447

    投資その他の資産 9,854,150

      投資及び出資金 110,127

        有価証券 96,828

        出資金 13,299

        その他 -

      長期延滞債権 705,679

      長期貸付金 1,171

      基金 9,095,373

        減債基金 -

        その他 9,095,373

      その他 18,759

      徴収不能引当金 -76,960

  流動資産 11,872,670

    現金預金 6,847,306

    未収金 1,281,913

    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 20,260

    その他 122,919

    徴収不能引当金 -33,795

  繰延資産 - 純資産合計 75,082,556

資産合計 171,431,422 負債及び純資産合計 171,431,422

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 93,016

    その他 148,064

純行政コスト 74,194,160

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 501,733

  臨時利益 241,080

  臨時損失 532,637

    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 4,244,757

    その他 4,029,925

純経常行政コスト 73,902,603

      社会保障給付 11,923,662

      その他 71,123

  経常収益 8,274,682

        その他 2,716,619

    移転費用 55,183,783

      補助金等 43,188,999

      その他の業務費用 3,336,815

        支払利息 557,866

        徴収不能引当金繰入額 62,330

        維持補修費 625,808

        減価償却費 4,923,790

        その他 139,466

        その他 1,144,171

      物件費等 14,017,117

        物件費 8,328,054

        職員給与費 7,206,311

        賞与等引当金繰入額 669,952

        退職手当引当金繰入額 619,136

  経常費用 82,177,285

    業務費用 26,993,502

      人件費 9,639,570

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 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

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 75,789,288 162,773,384 -86,984,096 -

  純行政コスト（△） -74,194,160 -74,194,160 -

  財源 72,052,965 72,052,965 -

    税収等 41,143,296 41,143,296 -

    国県等補助金 30,909,670 30,909,670 -

  本年度差額 -2,141,194 -2,141,194 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 311,634 311,634

  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 534,704 916,449 -381,745 -

  その他 588,125 460,292 127,833

  本年度純資産変動額 -706,731 419,435 -1,126,166 -

本年度末純資産残高 75,082,556 163,192,818 -88,110,262 -

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 446,469

本年度歳計外現金増減額 51,010

本年度末歳計外現金残高 497,479

本年度末現金預金残高 6,847,306

財務活動収支

本年度資金収支額 -739,591

前年度末資金残高 6,966,499

比例連結割合変更に伴う差額 122,919

本年度末資金残高 6,349,827

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    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

【投資活動収支】

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出


