
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 245,191,712   固定負債 105,730,639

    有形固定資産 235,445,908     地方債等 68,571,271

      事業用資産 58,500,454     長期未払金 329

        土地 27,079,794     退職手当引当金 6,172,342

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 48,740

        立木竹 -     その他 30,937,957

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,648,724

        建物 76,154,659     １年内償還予定地方債等 5,883,486

        建物減価償却累計額 -46,728,912     未払金 1,039,648

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,488

        工作物 5,335,456     前受金 3,973

        工作物減価償却累計額 -3,963,777     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 499,493

        船舶 -     預り金 89,472

        船舶減価償却累計額 -     その他 131,165

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 113,379,363

        浮標等 5,591 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,957   固定資産等形成分 248,612,530

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -106,182,989

        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 619,600

      インフラ資産 168,114,039

        土地 11,359,843

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,690,965

        建物減価償却累計額 -1,466,936

        建物減損損失累計額 -

        工作物 280,529,828

        工作物減価償却累計額 -129,777,947

        工作物減損損失累計額 -

        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 778,287

      物品 15,688,296

      物品減価償却累計額 -6,856,881

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,258

      ソフトウェア 2,258

      その他 0

    投資その他の資産 9,743,546

      投資及び出資金 610,622

        有価証券 480,951

        出資金 129,671

        その他 -

      長期延滞債権 550,672

      長期貸付金 260,851

      基金 8,329,407

        減債基金 -

        その他 8,329,407

      その他 43,401

      徴収不能引当金 -51,406

  流動資産 10,617,192

    現金預金 2,789,923

    未収金 1,246,609

    短期貸付金 15,252

    基金 3,405,566

      財政調整基金 2,918,030

      減債基金 487,536

    棚卸資産 3,164,022

    その他 37,279

    徴収不能引当金 -41,458

  繰延資産 - 純資産合計 142,429,541

資産合計 255,808,905 負債及び純資産合計 255,808,905

貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

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 64,646,185

    業務費用 27,749,872

      人件費 8,316,047

        職員給与費 6,482,958

        賞与等引当金繰入額 499,493

        退職手当引当金繰入額 79,395

        その他 1,254,201

      物件費等 17,993,295

        物件費 6,764,759

        維持補修費 1,319,313

        減価償却費 9,720,430

        その他 188,794

      その他の業務費用 1,440,530

        支払利息 674,749

        徴収不能引当金繰入額 91,298

        その他 674,483

    移転費用 36,896,312

      補助金等 29,809,881

      社会保障給付 6,677,788

      その他 408,644

  経常収益 4,994,773

    使用料及び手数料 3,943,887

    その他 1,050,886

純経常行政コスト 59,651,411

  臨時損失 376,853

    災害復旧事業費 304,221

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 38,315

    その他 34,316

  臨時利益 222,680

    資産売却益 11,723

    その他 210,957

純行政コスト 59,805,584



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 146,508,389 254,771,624 -108,263,234

  純行政コスト（△） -59,805,584 -59,805,584

  財源 55,366,242 55,366,242

    税収等 33,864,206 33,864,206

    国県等補助金 21,502,035 21,502,035

  本年度差額 -4,439,342 -4,439,342

  固定資産等の変動（内部変動） -6,155,242 6,155,242

    有形固定資産等の増加 3,738,541 -3,738,541

    有形固定資産等の減少 -9,736,054 9,736,054

    貸付金・基金等の増加 1,838,572 -1,838,572

    貸付金・基金等の減少 -1,996,301 1,996,301

  資産評価差額 -208 -208

  無償所管換等 308,298 308,298

  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 45,634 38,402 7,232

  その他 6,771 -350,343 357,114

  本年度純資産変動額 -4,078,848 -6,159,093 2,080,245

本年度末純資産残高 142,429,541 248,612,530 -106,182,989

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】

会計：連結会計 （単位：千円）

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 54,871,073

    業務費用支出 17,975,227

      人件費支出 8,299,730

      物件費等支出 8,490,611

      支払利息支出 674,749

      その他の支出 510,138

    移転費用支出 36,895,846

      補助金等支出 29,809,515

      社会保障給付支出 6,677,768

      その他の支出 408,564

  業務収入 58,115,469

    税収等収入 34,212,488

    国県等補助金収入 19,056,188

    使用料及び手数料収入 3,993,996

    その他の収入 852,796

  臨時支出 315,585

    災害復旧事業費支出 304,221

    その他の支出 11,364

  臨時収入 6,485

業務活動収支 2,935,296

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,136,958

    公共施設等整備費支出 3,856,767

    基金積立金支出 327,605

    投資及び出資金支出 350,343

    貸付金支出 602,242

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,203,895

    国県等補助金収入 1,470,734

    基金取崩収入 772,546

    貸付金元金回収収入 575,636

    資産売却収入 34,636

    その他の収入 350,343

投資活動収支 -1,933,063

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,270,447

    地方債等償還支出 6,269,435

    その他の支出 1,012

  財務活動収入 5,439,445

    地方債等発行収入 5,371,866

    その他の収入 67,579

前年度末歳計外現金残高 95,700

本年度歳計外現金増減額 -15,625

本年度末歳計外現金残高 80,075

本年度末現金預金残高 2,789,923

財務活動収支 -831,002

本年度資金収支額 171,232

前年度末資金残高 2,533,137

比例連結割合変更に伴う差額 5,479

本年度末資金残高 2,709,848


