
【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 83,271,543   固定負債 32,537,667

    有形固定資産 78,661,420     地方債等 26,650,864

      事業用資産 45,671,699     長期未払金 -

        土地 16,100,376     退職手当引当金 4,409,367

        立木竹 0     損失補償等引当金 -

        建物 65,974,623     その他 1,477,437

        建物減価償却累計額 -38,986,226   流動負債 2,935,842

        工作物 7,461,112     １年内償還予定地方債等 2,378,798

        工作物減価償却累計額 -5,461,827     未払金 93,154

        船舶 -     未払費用 9,219

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 168

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 326,986

        航空機 -     預り金 42,853

        航空機減価償却累計額 -     その他 84,664

        その他 4,360 負債合計 35,473,510

        その他減価償却累計額 -4,360 【純資産の部】

        建設仮勘定 583,642   固定資産等形成分 87,594,398

      インフラ資産 32,192,989   余剰分（不足分） -32,250,810

        土地 1,522,966   他団体出資等分 -

        建物 808,822

        建物減価償却累計額 -632,370

        工作物 79,443,209

        工作物減価償却累計額 -49,021,247

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 71,609

      物品 3,664,403

      物品減価償却累計額 -2,867,672

    無形固定資産 49,973

      ソフトウェア 49,965

      その他 8

    投資その他の資産 4,560,150

      投資及び出資金 624,197

        有価証券 25,302

        出資金 598,895

        その他 -

      長期延滞債権 165,380

      長期貸付金 9,709

      基金 3,791,821

        減債基金 39,034

        その他 3,752,786

      その他 13

      徴収不能引当金 -30,970

  流動資産 7,545,554

    現金預金 2,589,171

    未収金 197,027

    短期貸付金 298

    基金 4,322,557

      財政調整基金 4,322,557

      減債基金 -

    棚卸資産 443,670

    その他 71

    徴収不能引当金 -7,239

  繰延資産 - 純資産合計 55,343,588

資産合計 90,817,097 負債及び純資産合計 90,817,097

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 38,849,342

    業務費用 14,755,442

      人件費 4,809,415

        職員給与費 3,899,130

        賞与等引当金繰入額 326,986

        退職手当引当金繰入額 -24,280

        その他 607,578

      物件費等 9,300,349

        物件費 5,455,306

        維持補修費 361,850

        減価償却費 3,365,775

        その他 117,418

      その他の業務費用 645,678

        支払利息 141,079

        徴収不能引当金繰入額 -18,914

        その他 523,513

    移転費用 24,093,900

      補助金等 14,208,539

      社会保障給付 9,549,684

      その他 303,886

  経常収益 1,981,973

    使用料及び手数料 750,503

    その他 1,231,469

純経常行政コスト 36,867,370

  臨時損失 59,888

    災害復旧事業費 57,380

    資産除売却損 366

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,142

  臨時利益 128,862

    資産売却益 15,049

    その他 113,813

純行政コスト 36,798,395



【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 49,427,256 79,134,325 -29,707,068 -

  純行政コスト（△） -36,798,395 -36,798,395 -

  財源 35,274,720 35,274,720 -

    税収等 22,079,697 22,079,697 -

    国県等補助金 13,195,023 13,195,023 -

  本年度差額 -1,523,675 -1,523,675 -

  固定資産等の変動（内部変動） 257,983 -257,983

    有形固定資産等の増加 3,978,444 -3,978,444

    有形固定資産等の減少 -3,711,369 3,711,369

    貸付金・基金等の増加 1,375,771 -1,375,771

    貸付金・基金等の減少 -1,384,863 1,384,863

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 115,059 115,059

  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 7,403,518 8,096,980 -693,462 -

  その他 -78,570 -9,949 -68,621

  本年度純資産変動額 5,916,331 8,460,073 -2,543,742 -

本年度末純資産残高 55,343,588 87,594,398 -32,250,810 -

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 35,590,584

    業務費用支出 11,266,180

      人件費支出 4,813,666

      物件費等支出 6,023,695

      支払利息支出 141,132

      その他の支出 287,686

    移転費用支出 24,324,404

      補助金等支出 14,208,539

      社会保障給付支出 9,549,684

      その他の支出 534,389

  業務収入 36,605,700

    税収等収入 22,113,730

    国県等補助金収入 12,587,956

    使用料及び手数料収入 746,766

    その他の収入 1,157,248

  臨時支出 57,380

    災害復旧事業費支出 57,380

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 957,736

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,832,604

    公共施設等整備費支出 3,998,219

    基金積立金支出 675,833

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 158,552

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,883,211

    国県等補助金収入 608,693

    基金取崩収入 1,102,049

    貸付金元金回収収入 157,420

    資産売却収入 15,049

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,949,393

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,514,855

    地方債等償還支出 2,510,007

    その他の支出 4,849

  財務活動収入 4,315,177

    地方債等発行収入 4,315,177

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 56,128

本年度歳計外現金増減額 -12,606

本年度末歳計外現金残高 43,522

本年度末現金預金残高 2,589,171

財務活動収支 1,800,322

本年度資金収支額 -191,335

前年度末資金残高 2,644,831

比例連結割合変更に伴う差額 92,153

本年度末資金残高 2,545,649
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