
【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 59,167,642   固定負債 15,885,026

    有形固定資産 51,963,548     地方債等 12,511,266

      事業用資産 22,561,080     長期未払金 -

        土地 12,842,120     退職手当引当金 2,364,805

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,471,756     その他 1,008,954

        建物減価償却累計額 -16,675,343   流動負債 2,349,899

        工作物 1,376,451     １年内償還予定地方債等 1,488,425

        工作物減価償却累計額 -899,393     未払金 109,420

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 24,837

        浮標等 -     前受収益 1,413

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 199,510

        航空機 -     預り金 477,544

        航空機減価償却累計額 -     その他 48,750

        その他 - 負債合計 18,234,925

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 445,490   固定資産等形成分 66,213,179

      インフラ資産 28,590,841   余剰分（不足分） -14,038,710

        土地 13,284,419   他団体出資等分 -

        建物 3,380,835

        建物減価償却累計額 -2,279,722

        工作物 48,389,444

        工作物減価償却累計額 -34,469,715

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 285,579

      物品 5,035,641

      物品減価償却累計額 -4,224,014

    無形固定資産 218,148

      ソフトウェア 103,647

      その他 114,501

    投資その他の資産 6,985,947

      投資及び出資金 596,048

        有価証券 572,203

        出資金 23,846

        その他 -

      長期延滞債権 365,034

      長期貸付金 1,000,214

      基金 5,036,252

        減債基金 -

        その他 5,036,252

      その他 413

      徴収不能引当金 -12,015

  流動資産 11,241,752

    現金預金 3,751,354

    未収金 272,141

    短期貸付金 417

    基金 7,045,120

      財政調整基金 6,909,550

      減債基金 135,570

    棚卸資産 176,726

    その他 43

    徴収不能引当金 -4,049

  繰延資産 - 純資産合計 52,174,469

資産合計 70,409,394 負債及び純資産合計 70,409,394

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 1,096

    その他 32,335

純行政コスト 24,706,774

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 33,431

  臨時損失 132,920

    災害復旧事業費 90,863

    資産除売却損 42,056

    使用料及び手数料 777,315

    その他 1,320,022

純経常行政コスト 24,607,285

      社会保障給付 8,783,403

      その他 39,415

  経常収益 2,097,337

      他会計への繰出金 1,010,000

        その他 966,637

    移転費用 17,489,361

      補助金等 7,656,543

      その他の業務費用 1,049,929

        支払利息 79,957

        徴収不能引当金繰入額 3,334

        維持補修費 336,563

        減価償却費 1,425,433

        その他 21,216

        その他 308,290

      物件費等 4,986,515

        物件費 3,203,303

        職員給与費 2,445,682

        賞与等引当金繰入額 199,882

        退職手当引当金繰入額 224,963

  経常費用 26,704,622

    業務費用 9,215,261

      人件費 3,178,817

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 52,428,841 66,873,929 -14,445,088 -

  純行政コスト（△） -24,706,774 -24,706,774 -

  財源 24,366,326 24,366,326 -

    税収等 15,026,185 15,026,185 -

    国県等補助金 9,340,141 9,340,141 -

  本年度差額 -340,448 -340,448 -

  固定資産等の変動（内部変動） -561,525 561,525

    有形固定資産等の増加 1,269,986 -1,269,986

    有形固定資産等の減少 -1,462,170 1,462,170

    貸付金・基金等の増加 1,448,629 -1,448,629

    貸付金・基金等の減少 -1,817,970 1,817,970

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,214 9,214

  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 598 17,696 -17,098 -

  その他 76,264 -126,134 202,399

  本年度純資産変動額 -254,371 -660,750 406,379 -

本年度末純資産残高 52,174,469 66,213,179 -14,038,710 -

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 293,839

本年度歳計外現金増減額 132,532

本年度末歳計外現金残高 426,371

本年度末現金預金残高 3,751,354

      他会計への繰出支出 1,010,000

財務活動収支 -599,067

本年度資金収支額 -407

前年度末資金残高 3,347,143

比例連結割合変更に伴う差額 -21,754

本年度末資金残高 3,324,983

    地方債等償還支出 1,665,479

    その他の支出 16,225

  財務活動収入 1,082,638

    地方債等発行収入 1,082,638

    その他の収入 -

    資産売却収入 11,043

    その他の収入 -

投資活動収支 -517,928

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,681,705

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,721,889

    国県等補助金収入 111,876

    基金取崩収入 1,329,988

    貸付金元金回収収入 268,982

  投資活動支出 2,239,818

    公共施設等整備費支出 1,145,538

    基金積立金支出 1,054,972

    投資及び出資金支出 39,307

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 91,757

    その他の支出 178

  臨時収入 47,740

業務活動収支 1,116,588

【投資活動収支】

    税収等収入 15,099,478

    国県等補助金収入 9,219,084

    使用料及び手数料収入 771,839

    その他の収入 1,281,049

  臨時支出 91,935

    移転費用支出 17,662,454

      補助金等支出 7,655,843

      社会保障給付支出 8,783,403

      その他の支出 213,208

  業務収入 26,371,449

    業務費用支出 7,548,212

      人件費支出 2,967,590

      物件費等支出 3,530,683

      支払利息支出 79,957

      その他の支出 969,982

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 25,210,666


