
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 59,251,113 固定負債 12,003,680

有形固定資産 56,327,136 地方債等 6,176,196
事業用資産 11,180,782 長期未払金 -

土地 6,136,376 退職手当引当金 1,284,773
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,863,833 その他 4,542,710
建物減価償却累計額 △ 9,504,679 流動負債 1,024,879
工作物 1,503,584 1年内償還予定地方債等 814,984
工作物減価償却累計額 △ 1,086,259 未払金 65,657
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 95,229
航空機 - 預り金 40,205
航空機減価償却累計額 - その他 8,804
その他 48 13,028,559
その他減価償却累計額 △ 48 【純資産の部】
建設仮勘定 2,185 固定資産等形成分 60,121,882

インフラ資産 43,998,624 余剰分（不足分） △ 11,775,536
土地 1,287,856 他団体出資等分 -
建物 904,465
建物減価償却累計額 △ 296,179
工作物 102,797,668
工作物減価償却累計額 △ 61,141,704
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 446,517

物品 2,910,409
物品減価償却累計額 △ 1,762,679

無形固定資産 555,357
ソフトウェア 5,525
その他 549,831

投資その他の資産 2,368,621
投資及び出資金 172,857

有価証券 134,479
出資金 38,378
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 73,093
長期貸付金 79
基金 1,998,143

減債基金 74,905
その他 1,923,238

その他 128,456
徴収不能引当金 △ 4,008

流動資産 2,122,792
現金預金 1,146,284
未収金 109,383
短期貸付金 -
基金 869,768

財政調整基金 869,768
減債基金 -

棚卸資産 795
その他 318
徴収不能引当金 △ 3,757

繰延資産 - 48,346,346
61,373,905 61,374,905

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

60,594

【様式第２号】

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

11,647,476

6,128,427

1,491,346

1,202,017

96,303

2,947,862

132,432

4,370,548

1,501,036

151,597

2,714,578

3,337

266,533

84,189

2,381

179,962

5,519,049

-

2,562,224

127

8,836

786,705

528,841

257,865

10,860,770

14,174

-

1,967

-

12,207

20,745

1,612

19,133

10,854,199



連結 （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 61,780,984 △ 12,171,482 -

純行政コスト（△） △ 10,854,199 -

財源 9,630,696 -

税収等 6,177,044 -

国県等補助金 3,453,653 -

本年度差額 △ 1,223,503 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,479,190 1,479,190

有形固定資産等の増加 909,382 △ 909,382

有形固定資産等の減少 △ 2,713,229 2,713,229

貸付金・基金等の増加 538,932 △ 538,932

貸付金・基金等の減少 △ 214,275 214,275

資産評価差額 3,019

無償所管換等 312

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 △ 30,666 9,920  

その他 △ 152,576 130,339

本年度純資産変動額 △ 1,659,103 395,946 -

本年度末純資産残高 60,121,882 △ 11,775,536 -

【様式第３号】

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

3,019

49,609,502

△ 10,854,199

9,630,696

6,177,044

3,453,653

△ 1,223,503

48,346,346

312

-

-

△ 20,747

△ 22,237

△ 1,263,156



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 8,986,818

業務費用支出 3,467,851

人件費支出 1,426,048

物件費等支出 1,664,381

支払利息支出 97,459

その他の支出 279,963

移転費用支出 5,518,967

補助金等支出 2,947,780

社会保障給付支出 2,562,224

他会計への繰出支出 -

その他の支出 8,963

業務収入 9,964,292

税収等収入 6,090,839

国県等補助金収入 3,100,884

使用料及び手数料収入 529,077

その他の収入 243,492

臨時支出 -

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 977,474

【投資活動収支】

投資活動支出 1,095,907

公共施設等整備費支出 706,969

基金積立金支出 360,530

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 28,000

その他の支出 408

投資活動収入 448,206

国県等補助金収入 236,650

基金取崩収入 167,528

貸付金元金回収収入 28,000

資産売却収入 1,630

その他の収入 14,397

投資活動収支 △ 647,701

【財務活動収支】

財務活動支出 786,170

地方債等償還支出 776,939

その他の支出 9,231

財務活動収入 259,598

地方債等発行収入 259,598

その他の収入 -

財務活動収支 △ 526,572

△ 196,800

1,306,644

比例連結割合変更に伴う差額 △ 2,498

1,107,346

前年度末歳計外現金残高 45,594

本年度歳計外現金増減額 △ 6,656

比例連結割合変更に伴う差額 0

本年度末歳計外現金残高 38,938

本年度末現金預金残高 1,146,284

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


