
【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 56,107,687   固定負債 14,815,785

    有形固定資産 49,833,390     地方債等 12,120,544

      事業用資産 21,670,816     長期未払金 -

        土地 12,483,388     退職手当引当金 1,756,155

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,193,994     その他 939,086

        建物減価償却累計額 -14,903,582   流動負債 2,232,920

        工作物 1,343,395     １年内償還予定地方債等 1,456,584

        工作物減価償却累計額 -891,868     未払金 79,486

        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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 168,400

        航空機 -     預り金 475,807

        航空機減価償却累計額 -     その他 27,806

        その他 - 負債合計 17,048,704

        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 63,154,710

      インフラ資産 27,783,539   余剰分（不足分） -13,491,277

        土地 13,132,241   他団体出資等分 -

        建物 3,238,660

        建物減価償却累計額 -2,200,701

        工作物 47,281,123

        工作物減価償却累計額 -33,896,843

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 229,058

      物品 1,653,983

      物品減価償却累計額 -1,274,948

    無形固定資産 107,358

      ソフトウェア 99,788

      その他 7,570

    投資その他の資産 6,166,939

      投資及び出資金 545,364

        有価証券 503,104

        出資金 42,260

        その他 -

      長期延滞債権 364,949

      長期貸付金 1,000,214

      基金 4,268,393

        減債基金 -

        その他 4,268,393

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,980

  流動資産 10,604,450

    現金預金 3,302,776

    未収金 253,500

    短期貸付金 64,915

    基金 6,982,108

      財政調整基金 6,846,538

      減債基金 135,570

    棚卸資産 5,188

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,037

  繰延資産 - 純資産合計 49,663,433

資産合計 66,712,137 負債及び純資産合計 66,712,137

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）

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

  経常費用 20,458,837

    業務費用 7,230,899

      人件費 2,615,424

        職員給与費 2,096,070

        賞与等引当金繰入額 168,772

        退職手当引当金繰入額 45,990

        その他 304,592

      物件費等 4,355,306

        物件費 2,835,418

        維持補修費 245,342

        減価償却費 1,274,546

        その他 -

      その他の業務費用 260,169

        支払利息 76,110

        徴収不能引当金繰入額 3,314

        その他 180,745

    移転費用 13,227,938

      補助金等 3,403,917

      社会保障給付 8,776,921

      その他 37,100

  経常収益 980,754

      他会計への繰出金 1,010,000

    使用料及び手数料 636,057

    その他 344,697

純経常行政コスト 19,478,084

  臨時損失 132,655

    災害復旧事業費 90,863

    資産除売却損 41,792

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,096

    資産売却益 1,096

    その他 -

純行政コスト 19,609,643



【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 49,992,318 63,637,620 -13,645,302 -

  純行政コスト（△） -19,609,643 -19,609,643 -

  財源 19,186,849 19,186,849 -

    税収等 12,512,998 12,512,998 -

    国県等補助金 6,673,850 6,673,850 -

  本年度差額 -422,795 -422,795 -

  固定資産等の変動（内部変動） -492,094 492,094

    有形固定資産等の増加 1,177,926 -1,177,926

    有形固定資産等の減少 -1,311,018 1,311,018

    貸付金・基金等の増加 1,278,157 -1,278,157

    貸付金・基金等の減少 -1,637,157 1,637,157

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 9,184 9,184

  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 84,725 - 84,725

  本年度純資産変動額 -328,886 -482,910 154,024 -

本年度末純資産残高 49,663,433 63,154,710 -13,491,277 -

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）

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 19,137,257

    業務費用支出 5,906,215

      人件費支出 2,562,064

      物件費等支出 3,084,417

      支払利息支出 76,110

      その他の支出 183,624

    移転費用支出 13,231,042

      補助金等支出 3,403,917

      社会保障給付支出 8,776,921

      その他の支出 40,204

  業務収入 20,125,679

    税収等収入 12,588,363

    国県等補助金収入 6,577,031

    使用料及び手数料収入 631,037

    その他の収入 329,248

  臨時支出 91,935

    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 944,227

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,973,986

    公共施設等整備費支出 1,066,113

    基金積立金支出 907,810

    投資及び出資金支出 63

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,540,737

    国県等補助金収入 87,868

    基金取崩収入 1,145,874

    貸付金元金回収収入 295,952

  財務活動収入 1,054,142

    地方債等発行収入 1,054,142

    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 -433,249

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,581,627

前年度末歳計外現金残高 293,805

本年度歳計外現金増減額 132,520

本年度末歳計外現金残高 426,325

本年度末現金預金残高 3,302,776

      他会計への繰出支出 1,010,000

財務活動収支 -527,485

本年度資金収支額 -16,507

前年度末資金残高 2,892,959

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,876,452

    地方債等償還支出 1,565,402

    その他の支出 16,225


