
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 8,392,279   固定負債 1,294,077

    有形固定資産 7,632,873     地方債等 1,142,677

      事業用資産 4,697,011     長期未払金 -

        土地 1,504,142     退職手当引当金 151,400

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,739,916     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 182,696

        建物 4,432,381     １年内償還予定地方債等 165,979

        建物減価償却累計額 -3,450,689     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 790,428     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -319,167     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 16,717

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,476,773

        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 8,513,435

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,422,522

        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 -

      インフラ資産 2,850,363

        土地 16,016

        土地減損損失累計額 -

        建物 90,057

        建物減価償却累計額 -40,847

        建物減損損失累計額 -

        工作物 7,184,792

        工作物減価償却累計額 -4,408,632

        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 8,978

      物品 658,940

      物品減価償却累計額 -573,441

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,296

      ソフトウェア -

      その他 30,296

    投資その他の資産 729,110

      投資及び出資金 10,189

        有価証券 -

        出資金 10,189

        その他 -

      長期延滞債権 1,061

      長期貸付金 38,175

      基金 679,685

        減債基金 211,077

        その他 468,608

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 175,407

    現金預金 48,715

    未収金 5,536

    短期貸付金 3,156

    基金 118,000

      財政調整基金 118,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 7,090,913

資産合計 8,567,686 負債及び純資産合計 8,567,686

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 2,750

    その他 -

純行政コスト 1,119,236

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,750

  臨時損失 401

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 401

    使用料及び手数料 155,362

    その他 40,576

純経常行政コスト 1,121,586

      社会保障給付 12,646

      その他 1,086

  経常収益 195,939

        その他 4,673

    移転費用 311,020

      補助金等 297,289

      その他の業務費用 20,368

        支払利息 15,695

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 112,069

        減価償却費 288,912

        その他 1,195

        その他 138,864

      物件費等 792,003

        物件費 389,826

        職員給与費 131,058

        賞与等引当金繰入額 16,717

        退職手当引当金繰入額 -92,505

  経常費用 1,317,524

    業務費用 1,006,504

      人件費 194,134

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



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 7,208,232 8,732,794 -1,524,562 -

  純行政コスト（△） -1,119,236 -1,119,236 -

  財源 1,001,813 1,001,813 -

    税収等 788,260 788,260 -

    国県等補助金 213,553 213,553 -

  本年度差額 -117,423 -117,423 -

  固定資産等の変動（内部変動） -219,463 219,463

    有形固定資産等の増加 639,571 -639,571

    有形固定資産等の減少 -794,472 794,472

    貸付金・基金等の増加 119,802 -119,802

    貸付金・基金等の減少 -184,364 184,364

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 104 104

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -117,319 -219,359 102,040 -

本年度末純資産残高 7,090,913 8,513,435 -1,422,522 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 48,715

財務活動収支 -66,373

本年度資金収支額 -31,000

前年度末資金残高 79,714

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 48,715

    地方債等償還支出 164,867

    その他の支出 -

  財務活動収入 98,494

    地方債等発行収入 98,494

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,750

    その他の収入 -

投資活動収支 -66,158

【財務活動収支】

  財務活動支出 164,867

    その他の支出 -

  投資活動収入 108,847

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 103,337

    貸付金元金回収収入 2,760

  投資活動支出 175,006

    公共施設等整備費支出 134,412

    基金積立金支出 36,994

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,600

    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 101,532

【投資活動収支】

    税収等収入 787,722

    国県等補助金収入 243,954

    使用料及び手数料収入 151,214

    その他の収入 39,760

  臨時支出 -

    移転費用支出 311,020

      補助金等支出 297,289

      社会保障給付支出 12,646

      その他の支出 1,086

  業務収入 1,222,649

    業務費用支出 810,097

      人件費支出 286,639

      物件費等支出 503,091

      支払利息支出 15,695

      その他の支出 4,673

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 1,121,118


