
【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 2,768,706,337   固定負債 1,250,496,533

    有形固定資産 2,703,399,971     地方債等 990,495,192

      事業用資産 984,583,860     長期未払金 6,753,085

        土地 681,392,766     退職手当引当金 67,066,413

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 12,304     その他 186,181,843

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 119,364,077

        建物 692,945,741     １年内償還予定地方債等 92,234,483

        建物減価償却累計額 -408,002,400     未払金 6,499,868

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1,871,961

        工作物 32,674,072     前受金 1,399,343

        工作物減価償却累計額 -23,154,597     前受収益 12

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,827,192

        船舶 935,248     預り金 8,809,748

        船舶減価償却累計額 -927,277     その他 1,721,470

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,369,860,610

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 2,866,324,940

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,324,752,838

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 857,733

        航空機減価償却累計額 -1,778,700

        航空機減損損失累計額 -

        その他 8,408,287

        その他減価償却累計額 -7,757,318

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,057,034

      インフラ資産 1,667,380,165

        土地 756,972,375

        土地減損損失累計額 -

        建物 54,393,515

        建物減価償却累計額 -32,788,285

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,259,087,525

        工作物減価償却累計額 -1,450,616,059

        工作物減損損失累計額 -

        その他 500,630

        その他減価償却累計額 -248,868

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 80,079,332

      物品 145,402,562

      物品減価償却累計額 -93,966,616

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 27,982,632

      ソフトウェア 724,545

      その他 27,258,087

    投資その他の資産 37,323,734

      投資及び出資金 2,277,325

        有価証券 206,945

        出資金 2,070,380

        その他 -

      長期延滞債権 7,446,091

      長期貸付金 2,562,171

      基金 25,311,204

        減債基金 -

        その他 25,311,204

      その他 771,988

      徴収不能引当金 -1,045,045

  流動資産 143,584,108

    現金預金 35,250,231

    未収金 10,779,488

    短期貸付金 205,763

    基金 97,412,840

      財政調整基金 9,449,719

      減債基金 87,963,121

    棚卸資産 256,981

    その他 401,735

    徴収不能引当金 -722,930

  繰延資産 - 純資産合計 1,542,429,835

資産合計 2,912,290,445 負債及び純資産合計 2,912,290,445

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 663,115,549

    業務費用 305,394,062

      人件費 120,749,055

        職員給与費 99,200,391

        賞与等引当金繰入額 6,611,486

        退職手当引当金繰入額 6,901,585

        その他 8,035,593

      物件費等 161,744,748

        物件費 93,124,241

        維持補修費 4,742,255

        減価償却費 62,227,650

        その他 1,650,602

      その他の業務費用 22,900,259

        支払利息 9,191,058

        徴収不能引当金繰入額 1,705,604

        その他 12,003,597

    移転費用 357,721,487

      補助金等 260,675,823

      社会保障給付 93,368,655

      その他 3,677,009

  経常収益 70,711,109

    使用料及び手数料 41,938,230

    その他 28,772,879

純経常行政コスト 592,404,440

  臨時損失 5,545,956

    災害復旧事業費 2,644,807

    資産除売却損 1,443,986

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,457,163

  臨時利益 5,177,321

    資産売却益 4,952,533

    その他 224,788

純行政コスト 592,773,075



【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 1,557,786,100 2,905,413,710 -1,349,534,193 1,906,583

  純行政コスト（△） -592,773,075 -592,383,923 -389,152

  財源 581,533,940 581,153,470 380,470

    税収等 361,008,273 360,997,446 10,827

    国県等補助金 220,525,667 220,156,024 369,643

  本年度差額 -11,239,135 -11,230,453 -8,682

  固定資産等の変動（内部変動） -36,442,772 36,442,772

    有形固定資産等の増加 44,788,627 -44,788,627

    有形固定資産等の減少 -75,750,749 75,750,749

    貸付金・基金等の増加 83,909,333 -83,909,333

    貸付金・基金等の減少 -89,389,983 89,389,983

  資産評価差額 564 564

  無償所管換等 -495,729 -495,729

  他団体出資等分の増加 -867,373 867,373

  他団体出資等分の減少 763,996 -763,996

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,899,569 -1,861,963 1,105,939 -1,143,545

  その他 -1,722,396 -288,870 -1,433,526

  本年度純資産変動額 -15,356,265 -39,088,770 24,781,355 -1,048,850

本年度末純資産残高 1,542,429,835 2,866,324,940 -1,324,752,838 857,733

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 604,817,242

    業務費用支出 246,960,406

      人件費支出 121,011,681

      物件費等支出 101,385,632

      支払利息支出 9,191,850

      その他の支出 15,371,243

    移転費用支出 357,856,836

      補助金等支出 260,811,172

      社会保障給付支出 93,368,655

      その他の支出 3,677,009

  業務収入 643,078,363

    税収等収入 352,769,083

    国県等補助金収入 216,460,374

    使用料及び手数料収入 43,002,082

    その他の収入 30,846,824

  臨時支出 2,680,740

    災害復旧事業費支出 2,644,807

    その他の支出 35,933

  臨時収入 498,782

業務活動収支 36,079,163

【投資活動収支】

  投資活動支出 96,351,931

    公共施設等整備費支出 34,481,723

    基金積立金支出 34,366,171

    投資及び出資金支出 41,100

    貸付金支出 408,902

    その他の支出 27,054,035

  投資活動収入 78,680,360

    国県等補助金収入 5,904,660

    基金取崩収入 39,190,073

    貸付金元金回収収入 266,018

    資産売却収入 6,107,513

    その他の収入 27,212,096

投資活動収支 -17,671,571

【財務活動収支】

  財務活動支出 133,835,242

    地方債等償還支出 131,326,630

    その他の支出 2,508,612

  財務活動収入 113,894,381

    地方債等発行収入 113,776,805

    その他の収入 117,576

前年度末歳計外現金残高 7,511,465

本年度歳計外現金増減額 1,201,482

本年度末歳計外現金残高 8,712,947

本年度末現金預金残高 35,250,231

財務活動収支 -19,940,861

本年度資金収支額 -1,533,269

前年度末資金残高 28,929,439

比例連結割合変更に伴う差額 -858,886

本年度末資金残高 26,537,284


